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DP-1-4
動脈硬化性急性閉塞病変に対する急性期血行再建術のデバイス別治療
成績
川口　匠（かわぐち たくみ）1、中井　康雄（なかい やすお）1、
栗山　衣美（くりやま えみ）1、石井　政道（いしい まさみち）1、
八子　理恵（やこ りえ）1、中尾　直之（なかお なおゆき）1

1和歌山県立医科大学脳神経外科

【目的】当院で実施した頭蓋内主幹動脈急性閉塞に対する血行再建術のうち、動脈
硬化性病変の急性閉塞と診断した26例のデバイス別治療成績を報告する。【方法】
2015年1月から2020年4月までの間に当施設で行った急性期血行再建術のうち、術中
術後に動脈硬化性病変の急性閉塞と診断した26例を対象に調査した。動脈硬化性狭
窄が発症前から判明していたもの、再開通療法後の閉塞再発例、複数個所の閉塞症
例などは除外した。【結果】急性期血行再建術159例中26例(16.4%)が動脈硬化性病変
の急性閉塞と術中術後に判断された。術者が術前から動脈硬化性病変の急性閉塞と
予想していたのは26例中14例だった。初回デバイスとして、8例でPTAバルーン
(PTA)、12例でPenumbra(PN)、6例でステントリトリーバー(SR)が選択された。術
前NIHSSはPTA群で低く、退院時mRSはPN群とPTA群で良好であった。手技時
間はPTA群が最も長く、再開通率はPN・SR群で高い傾向にあったが、PN群の
75%・SR群の50%でデバイスの追加を要した。【結論】術前に病型診断ができない
状況もあるが、動脈硬化性急性閉塞病変への初回選択デバイスとしてはPenumbra
などの吸引型デバイスが最も妥当であり、状況に応じてPTA・ステント留置を追加
すれば良いと考える。

10509

DP-1-3
頭蓋内主幹動脈狭窄症に伴う急性動脈閉塞症に対する血栓回収術の現
状
高田　能行（たかだ よしゆき）1、松原　麻央樹（まつばら まおき）1、
松永　越升（まつなが えっしょう）1、齋藤　雄三（さいとう ゆうぞう）1、
澤田　和貴（さわだ かずたか）2,3、下山　隆（しもやま たかし）2,3、
関原　嘉信（せきはら よしのぶ）1、石井　則宏（いしい のりひろ）1

1医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科、
2医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経内科、3日本医科大学脳神経内科

【背景】Intracranial atherosclesosis（ICAS）は急性動脈閉塞症の主要な原因の一つ
であるが、ICAS-related occlusion（ICAS-O）に対する血栓回収術は各種追加治療
を要し、一筋縄では行かないことが多い。今回私どもは、当院でICAS-Oに対して
血栓回収術を行った症例について、retrospectiveに検討した。【症例】2017年12月
から2020年6月までに当院で血栓回収術を施行したICAS-O症例21例。男性13例、女
性8例で年齢は52-96歳。【結果】血栓回収術中、初回造影から最終造影まで平均で
97.3分を要しており、心原性脳塞栓症に対する血栓回収術と比較して長い傾向があっ
た。追加治療としてballoon angioplastyを13例、ウロキナーゼ局所動注を2例、ス
テント留置を1例に施行したが、緊急EC-IC bypass術を施行した例もあった。13例
でmTICI grade 2b-3が得られた一方、mTICI grade 0-1で終了した例が4例あった
が、そのうち2例は術後自然再開通が得られていた。頭蓋内出血は4例で見られた。
退院時のmRS 0-2の予後良好例は6例であった。【考察】渉猟し得たICAS-Oに対す
る血栓回収術のmeta anlysisによると、約1/3のケースで術中再閉塞が生じていた
が、balloon angioplasyやステント留置といった追加治療により、大抵の症例では
有効な再開通が得られたと報告されている。今回の私どもの結果はこの報告よりも
劣るものだが、頭蓋内ステントや薬剤など、使用可能な医療資源が大きく影響して
いるのものと思われる。【結語】当院でのICAS-Oに対する血栓回収術の結果につい
て報告した。未だ満足できる結果には程遠く、更なる進歩が望まれる。
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DP-1-2
頚動脈狭窄を伴う頭蓋内動脈急性閉塞への血栓回収療法と急性期
CASの功罪
澤田　重信（さわだ しげのぶ）1、澤田　元史（さわだ もとし）1、
飯田　知宏（いいだ ともひろ）1

1松波総合病院脳神経外科

【背景】内頚動脈起始部狭窄(ICS)を有する頭蓋内動脈閉塞(Tandem lesion)の治療に
おいて頚部でデバイスが通過困難な場合,当院ではCASを先行し血栓回収療法(MT)
を行う方針としている。一方ICSと頭蓋内閉塞のどちらから治療するか,急性期に
CASを行うかについては議論がある。【方法】2016-2019年度に施行したMT連続35
例のうちICSを有した4例の治療内容と急性期CASの善悪,6ヶ月後のmRSを検証し
た。【結果】平均77.5歳,男3例,女1例。全例でCASを施行。頭蓋内の閉塞血管は4例
とも中大脳動脈であった(MCO)。血栓回収は1例がstent retriever単独(SR),3例が
combined technique(CT)を使用。2例でMT後にCAS(R群),2例でCAS後にMTを施
行(A群)した。4例中3例でTICI2b以上の再開通を得た。R群1例はICS病変をSRが
通過可能でありMTを先行(TICI3, mRS2)。R群1例はICSに対するPTA後,CTによ
り再開通が得られたが頚部で再閉塞を来たしたためCASを施行(TICI3,mRS2)。A群
1例はNASCET95%狭窄を有しCASの先行により頭蓋内閉塞血管の視認性が高まり
TICI2bの再開通を得た(mRS2)。A群1例はCASを先行したがMCOの再開通が得ら
れず広範な脳梗塞を来した。周術期に抗血栓療法が施行できず脳梗塞はIC領域に拡
大し減圧開頭術を施行(mRS5)。【考察】CAS先行の利点はMT時にアクセルルート
を可視化できICSを越えてMTのシステムを遠位まで誘導できICSの再閉塞や遠位
塞栓を減ずる可能性があることである。一方でCAS後の主幹動脈閉塞の残存は術後
の抗血栓療法を制限する可能性があり注意を要する。【結語】Tandem lesionに対す
る血栓回収療法でいずれを先行して治療するかは頭蓋内閉塞血管の再開通の状況や
ICSの狭窄率を加味して行うべきである。
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DP-1-1
急性期血行再建において、頸動脈ステント留置を行った治療成績
川端　康弘（かわばた やすひろ）1、伊藤　圭佑（いとう けいすけ）1、
丸賀　庸平（まるが ようへい）1、船井　三規子（ふない みきこ）1、
長谷川　義仁（はせがわ よしひと）1、戸塚　剛彰（とづか たけあき）1、
安田　宗義（やすだ むねよし）1、根来　眞（ねごろ まこと）1、
中嶌　教夫（なかじま のりお）2、三宅　英則（みやけ ひでのり）2、
金井　雅裕（かない まさひろ）3

1一宮西病院脳神経外科、2京都桂病院、3一宮西病院�脳神経内科

背景　脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収術が標準治療となり、同時に頸動脈病変に
対する治療を要する機会が増えている。脳梗塞急性期に経皮的頸動脈ステント留置
術を行った症例の治療成績を後方視的に検討する。症例および方法　2017年から現
在までに脳梗塞超急性期に、経皮的頸動脈ステント留置を行った13例を検討した。
頸動脈解離症例は除外した。血栓回収術と同時に行った例が9例、頸動脈ステント
術を単独に行った例が4例であった。ｔPA投与は5例で行った。結果　男性9例、女
性４例であった。年齢は65～85歳で、中央値は74歳であった。発症時のNIHSSは6
～24で中央値は14であった。完全閉塞が11例、高度狭窄は4例であった。中大脳動
脈も同時に閉塞していた例は3例で、中大脳動脈単独閉塞が1例であった。同時に血
栓回収を行った９例中5例では血栓回収を先に、4例では頸動脈ステント留置術を先
に実施した。術中に遠位塞栓症を1例（6.7％）で合併し、ステント内血栓症と一過
性心停止を一例（6.7％）ずつで認めた。術後合併症として一例（6.7％）ではステ
ント内閉塞を認め血栓回収を行った。1例（6.7％）では過潅流による無症候性頭蓋
内出血を来した。治療後3ヶ月の時点で、mRS２以下の予後良好な転帰を8例（61.5％）
で認めた。症候性頭蓋内出血はなく、死亡例もなかった。結語　脳梗塞超急性期で
の経皮的頸動脈ステント留置術は有効な選択肢と考えられるが、術中・術後に起こ
りうる様々な合併症には十分注意が必要である。
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DP-1-8
Carotid T occlusionにおける閉塞長と再開通率および転帰の検討
小林　寛樹（こばやし ひろき）1、榎本　由貴子（えのもと ゆきこ）1、
庄田　健二（しょうだ けんじ）1、山田　拓見（やまだ たくみ）1、
江頭　裕介（えがしら ゆうすけ）1、岩間　亨（いわま とおる）1

1岐阜大学医学部附属病院

【はじめに】急性脳主幹動脈閉塞症において内頚動脈終末部閉塞にA1及びM1の閉
塞を合併したいわゆるCarotid T occlusionは重篤な症状で発症し転帰も不良である
ことが知られている。今回Carotid T occlusion症例における閉塞長と再開通率およ
び転帰についての検討を行った。【方法】2009年5月から2020年5月の間に当院で血
栓回収療法を実施した急性脳主幹動脈閉塞症のうち、MRAで内頚動脈終末部閉塞
を認め、併せてA1及びM1の描出がみられないものをCarotid T occlusionと定義し
た。術前の内頚動脈撮影で内頚動脈の順行性描出が頭蓋内に及ばないものをA群、
順行性描出が眼動脈、後交通動脈など頭蓋内まで及ぶものをB群とし、患者背景、
発症時NIHSS、DWI-ASPECTS、有効再開通率(TICI 2b-3)、退院時mRS0-2の割合
について比較検討を行った。【結果】血栓回収療法を実施した229例中、内頚動脈閉
塞は64例(28%)であり、Carotid T occlusionは19例(8%)であった。これらのうちA
群が6例(32%)、B群が13例(68%)であった。年齢、病変側などの患者背景は有意差
を認めなかった。A群 vs. B群において、発症時NIHSSは有意差を認めなかったが
(中央値19.5 vs. 18、p=0.32)、B群でDWI-ASPECTSは有意に高かった(中央値 3.5 
vs. 8、p=0.04)。有効再開通率は有意差を認めなかった(67% vs. 84%、p=0.37)。退院
時mRS0-2の割合は有意差を認めなかったものの、mRS0-2の症例は全例がB群であっ
た(0% vs. 62.5%、p=0.08)。【結語】Carotid T occlusionにおいて術前の内頚動脈撮
影で内頚動脈の順行性描出が眼動脈、後交通動脈など頭蓋内まで及ぶものはDWI-
ASPECTSは有意に高く、転帰は良好であった。
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DP-1-7
当施設の急性期脳虚血タンデム病変に対する治療成績
笠倉　至言（かさくら しげん）1、神山　信也（こうやま しんや）1、
飯星　智史（いいほし さとし）1、塚越　瑛介（つかごし えいすけ）1、
柳川　太郎（やながわ たろう）1

1埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科

【目的】頚動脈狭窄症を背景とした頭蓋内動脈急性閉塞に対する治療結果から、有
効な治療方針を明らかにする。【方法】当施設で2015年から2020年に、頸動脈狭窄
症を有する頭蓋内動脈急性閉塞に対して血管内治療を受けた患者を対象に、患者基
本情報、治療方法、ステント留置の有無、TICI、全手技時間、合併症、転帰を調査
した。【結果】対象は14名。男性が12名、年齢中央値は76歳、NIHSS中央値は16.5、
DWI-ASPECTS（10点法）中央値は8。頚動脈が閉塞していたものは6名、高度狭窄
は8名。頭蓋内病変が先に治療されたのは6名、頚動脈にステントを留置されたのは
5名。TICI 2b-3は12名、全手技時間中央値は124分、退院時mRS 0-2は7名。治療合
併症、急性期の脳虚血再発は生じなかった。ステント留置を受けた5名中4名がmRS 
0-2に該当した。頚動脈が閉塞していた6名中、mRS 0-2は2名のみ。頚動脈が閉塞し
ていた6名中5名が頭蓋内病変が先に治療され、狭窄していた8名中7名が頚動脈病変
が先に治療されていた。【考察】ステント留置は予後良好につながる可能性のある
因子であった。頚動脈病変が狭窄であることは予後良好につながる可能性があり、
閉塞であることは予後不良につながる可能性がある。頚動脈が閉塞した症例には頭
蓋内病変の治療が先行され、高度狭窄の症例には頚動脈の治療が先行される傾向が
強くみられた。この治療方法が予後に影響を与えた可能性もある。【結論】当施設
では、頚動脈狭窄症を有する頭蓋内動脈急性閉塞の患者14名に緊急再開通治療を行
い、このうち7名が退院時mRS 0-2に至った。予後良好につながる可能性がある因
子として、ステントの留置、頚動脈病変が閉塞していないこと、が挙がった。
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DP-1-6
急性期Tandem lesion症例の検討
石井　政道（いしい まさみち）1、中井　康雄（なかい やすお）1、
川口　匠（かわぐち たくみ）1、八子　理恵（やこ りえ）1、中尾　直之（なかお なおゆき）1

1和歌山県立医科大学脳神経外科学教室

【はじめに】急性期主幹血管閉塞に対して機械的血栓回収術を行う際、頭蓋内閉塞
とともに頭蓋外動脈の閉塞、狭窄を伴うTandem lesionの症例に遭遇することがあ
る。複数の血管内治療手技を要することが多く、また、その方法に関しては一定の
見解はない。今回我々の施設での症例に関して、後方視的にその方法と転帰に関し
て検討した。

【方法・結果】2016年4月から2020年3月までの急性期血行再建治療のうちTandem 
lesion症例は10例（平均年齢は7 9 . 3 才、男性7 人, N I H S S 1 6 . 4 ） であった。
手技の内訳はantegrade approach：4例、retrograde approach：6例であった。機
能予後良好例（ｍRS0-2）は各群1例ずつ認められた。また、手技時間（穿刺から再
開通）において、全体では127．2分、手技による有意差は見られなかった。

【考察・結語】　Tandem lesion症例に対する治療方針としては、主としては頸動脈
病変のstentingを先行するantegrade approachと頭蓋内血流再開通を優先する
retrograde approachがある。wilsonらのMeta analysisでは、Tandem lesionの中
で47％が予後良好で、antegradeおよびretrogradeでは有意差はなかったと報告し
ている。我々のseriesでは前述の報告と比べると、年齢、発症から再開通までの時
間によるものと思われるが機能予後は悪かった。ただし、手技間の成績には有意差
は見られなかった。手技の選択に関しては、我々は基本的に頭蓋内血流再開通を優
先し、治療方針を立てている。しかし、実際には頭蓋外動脈の状態からステント先
行せざるを得ない場合も多いと思われた。当院におけるTandem lesion症例の治療
方針を検討し、文献学的考察を加え報告する。
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DP-1-5
頸動脈狭窄を背景に持つTandem閉塞に対する急性期血行再建術：
Retrograde approachを主体とした戦略と治療成績
松永　裕希（まつなが ゆうき）1、定方　英作（さだかた えいさく）1、
伊木　勇輔（いき ゆうすけ）1,3、金本　正（かなもと ただし）2、
立石　洋平（たていし ようへい）2、諸藤　陽一（もろふじ よういち）1,4、
堀江　信貴（のりえ のぶたか）1、出雲　剛（いずも つよし）1、
案田　岳夫（あんだ たけお）1、松尾　孝之（まつお たかゆき）1

1長崎大学医学部脳神経外科、2長崎大学医学部脳神経内科、
3長崎みなとメディカルセンター、4国立病院機構長崎医療センター

【背景】急性期脳梗塞に対する血栓回収術は現在標準的治療となっているが, 時に経
験する頸動脈狭窄に起因するTandem閉塞に対する治療は, 治療の順序や戦略など
議論が分かれる.当院における同治療の基本手技と治療成績について検討を行った.

【方法】2016年1月～2020年6月急性期脳梗塞に対する血栓回収術を施行した全212例
のうち, 頸動脈狭窄に起因するTandem閉塞を認めた10例を対象とした. Combined 
technique, Retrograde approachを原則としpatent MCAが予想される症例では対
側内頚動脈に診断カテを留置する.頭蓋内再開通後の頸部狭窄については経過観察, 
PTA, CASの順で治療を考慮する.

【結果】年齢中央値は76歳, 発症前mRS0-1は80%であった.治療の順序はRetrograde 
approach 8例, デバイスが通過できなかった2例はAntegradeとなった.頸部病変の
処置は経過観察0例, PTA 1例, CAS 9例であった.穿刺から頭蓋内再開通まで要した
時間は平均66分, 頭蓋内再開通からCAS終了まで要した時間は平均62分であった.全
例でTICI2B以上の有効再開通が得られ, 転帰良好(90日後mRS0-2)は50％であっ
た.安全性について90日後mortality, 症候性頭蓋内出血ともに0例であったが, 3例で
術翌日までに主幹動脈閉塞(ステント閉塞2例、M1閉塞1例)を認めた.再閉塞症例は, 
術中抗血小板薬投与が不十分な症例やPTAで終了した症例であった.

【結語】頸動脈狭窄に起因するTandem閉塞について検討を行い, Retrograde 
approachを主体とした手技は, 安全性を担保しつつ高い再開通・転帰良好率を実現
することが示めされた.さらなる成績向上のため, 手術手技だけではなく術中術後の
抗血栓療法が非常に肝要であることが示唆された.
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DP-1-12
血栓回収療法における術後過灌流現象の検討
松田　章秀（まつだ あきひで）1、郭　泰彦（かく やすひこ）1、
石澤　錠二（こくざわ じょうじ）1、岡　直樹（おか なおき）1、
加納　清充（かのう きよみつ）1、板津　隆晃（いたづ たかあき）1

1朝日大学病院脳神経外科

血栓回収療法(MT)術後の過灌流現象を検討した。【対象および方法】2017年7月か
ら2020年6月までの3年間に前方循環の急性閉塞症に対しMTを行った66症例の内、
術後4日以内に123II-IMP SPECTで脳血流評価を行なえた23例(77.7±8.1才、男性11
例、術前NIHSS14.0±5.5、DWI-ASPECTS7.9±2.0)を対象とした。患側/健側比
(asymmetry index) 1.1以上を過灌流現象ありと定義した。【結果】23例中11例 (47.8%)
で過灌流現象を認めた。過灌流現象を認めた11例(HP群: asymmetry index = 1.31
±0.17)と血流の左右差を認めなかった5例(N群: asymmetry index = 1.02±0.07)と
を比較すると、年齢：75.4±9.2才 vs 78.8±9.9才 (p=0.5)、男女比：5 ：６ vs  0 ：５  
(p=0.23)、術前NIHSS: 14.2±5.5 vs 15.8±3. 8 (p=0.51)、DWI-ASPECTS: 8.0±2.4 vs 
8.8±1.1 (p=0.37)、静注t-PA併用：5/11例 vs 4/5例 (p=0.35)、閉塞部位：IC閉塞6/11
例 vs 0/5例 (p=0.16)、M1閉塞3/11例 vs 4/5例 (p=0.54)、M2閉塞2/11例 vs 1/5例 
(p=0.96)、door to puncture time: 71.5±12.1分 vs 60.0±13.3分 (p=0.15)、door to 
reperfusion time: 105±20.5分 vs 88.8±16.7分 (p=0.12)、mRS: 2.1±1.2 vs 1.8±2.5 
(p=0.81)であった。HP群11例中3例 (27.3%)で出血性梗塞を認めた (N群 0/5)。【考
察】血栓回収療法を行った症例のうち約半数に術後過灌流現象を認めた。過灌流現
象を認めた群はIC閉塞例が多く、DWI-ASPECTSが低い傾向があった。さらにdoor 
to puncture time、door to reperfusion timeも長い傾向があった。虚血程度が強く、
再灌流までの時間が長いと術後に過灌流をきたしやすくなる可能性が示唆された。

10576

DP-1-11
急性期M1 occlusionにおける術前画像の病型予測について
吉田　至誠（よしだ しせい）1、三橋　大樹（みつはし だいじゅ）1、
矢島　直樹（やじま なおき）1、相場　豊隆（あいば とよたか）1

1新潟県立新発田病院

【はじめに】急性期脳梗塞のうち,M1閉塞でMecanial Thrombectomy(MT)の適応と
なる主な原因に心原性脳塞栓症とM1狭窄が挙げられるが,術前診断が困難なことも
多い.最近,拡散強調画像で術前の病型予測が可能と報告されており,今回我々はMT
を施行したM1閉塞に対し,術前の梗塞域と病型について後方視的に検討した.【対象
と方法】対象は2017年10月1日-2020年7月15日に当院でMTを施行したM1閉塞16
例.術前画像から,皮質梗塞がメインであるcortical type,穿通枝梗塞がメインである
basal ganglia/semiovoid type,混在し明確に分けられないものをcombined typeと
した.最終的な病型診断は再開通後のM1狭窄の有無,心房細動の有無で判断した.【結
果】最終的な病型診断は,16例のうち心原性脳塞栓症が8例『7例(87.5%)がcortical 
type,1例(12.5%)がbasal ganglia/semiovoid type』,心房細動とM1狭窄の混在する症
例が3例『3例 (100%) が combined type』,M1狭窄のみが3例『3例 (100%) が basal 
ganglia/semiovoid type』,塞栓原不明の脳梗塞が２例『2例(100%)がcortical type』
であった.【考察】心原性脳塞栓症はほとんどがcortical typeであり,M1狭窄のみ呈
するものは全例basal ganglia/semiovoid typeであり,心房細動とM1狭窄が混在す
る症例は混在型の梗塞を呈していた.また,塞栓源不明の症例は２例ともcortical type
であり,狭窄病変,心房細動は認めなかったが,いずれも入院後の精査からは心原性脳
塞栓症の可能性が高いと思われた.症例数は限られるが側副血行路の関与が考えら
れ,当院においても病型と梗塞域に因果関係が考えられた.【結語】M1閉塞による急
性期脳梗塞において術前画像の梗塞域は病型診断の一助になる可能性がある.

10469

DP-1-10
良好な再開通が得られた血栓回収療法症例における転帰に関与する因
子の検討
橋本　幸治（はしもと こうじ）1、中野　真（なかの しん）1、
金丸　和也（かねまる かずや）2、松本　学（まつもと がく）1、
山崎　茉美（やまさき まみ）2、風間　宙文（かざま ひろふみ）1,2、
木内　博之（きのうち ひろゆき）2

1山梨県立中央病院、2山梨大学医学部

(はじめに)急性期脳梗塞治療として、発症から24時間以内の主幹動脈閉塞症に対す
る機械的血栓回収療法の有効性が示されている。また、血栓回収デバイスの進歩に
より、良好な再開通を得られる症例が増えているが、未だ転帰不良の症例も多い。
今回我々は、良好な再開通を得られた症例において、転帰に関与する因子について
検討した。(方法)2015年6月から2019年12月までに、ICAまたはM1閉塞を来たし、
血栓回収療法を施行した44例中、良好な再開通（TICI 2bから3）が得られた33例を
対象とした。検査プロトコールは、CTを第1選択とし、ASPECT 6点以上の症例で、
CTAにて主幹動脈閉塞を検出し、t-PA適応例では、t-PAボーラス後、直ちに血栓
回収療法を施行した。全例ステントレトリーバーを使用した。検討項目は、90日後
の転帰良好（mRS 0-2）に関連する因子で、年齢、治療前NIHSS、ASPECTS、閉
塞部位、t-PA静注療法の有無、発症から再開通までの時間について検討した。ま
た、MCA領域の側副血行の存在範囲をCTAにて評価したcollateral scoreを用いて
計測し、90日後の転帰および術後の脳梗塞部位との関連について検討した。(結果)
年齢は平均71.6歳、治療前NIHSS 21.5点、ASPECT 8.8点、閉塞部位はICA 17例、
t-PA静注療法は16例（48%）、発症から再開通まで265分であった。転帰良好例は18
例（55%）であった。転帰良好に関連する因子は、広範囲な側副血行（p＜0.05）の
みであった。また、側副血行の発達していない部位と梗塞巣の部位は相関関係を示
した。(結論)良好な再開通を得られた症例において、治療後の脳梗塞部位と90日後
の転帰には側副血行路の発達の有無が関連しており、治療適応の判別に有用と考え
られる。 

10438

DP-1-9
内頚動脈解離を伴った急性期虚血性脳卒中に対する血行再建術で使用
した血管内超音波の有用性
齋藤　新（さいとう しん）1、竹村　篤人（たけむら あつひと）2、
成田　憲紀（なりた のりとも）3、富田　泰史（とみた ひろふみ）3

1弘前脳卒中・リハビリテーションセンター内科、2青森市民病院、
3弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座

症例は50代男性。最終健常確認時間は午前0時。同日午前6時に起床して左半身麻痺
と構音障害に気付き、救急搬送された。病院到着は午前7時20分。左半身麻痺と構
音障害、左半側空間無視を認め、NIHSSは10点。頭部MRIでは拡散強調画像で右
中大脳動脈領域に高信号が散見され、DWI-ASPECTSは8点。右内頚動脈の血流信
号は途絶していた。DWI-Clinical mismatchを認め、再開通治療の適応と判断した。
9Fr Optimoを右内頚動脈に誘導して閉塞部でforced suctionを行ったが開通せず、
5MAX ACE 068によるADAPTでも同様であった。洞調律でBNPが低値であるこ
と、高血圧と脂質異常症、糖尿病、喫煙のといった動脈硬化リスク因子の存在から
アテローム血栓性脳梗塞と初期診断をし、GATEWAY 2.0×9 mmで拡張するも再
開通せず。GATEWAY 2.5×9 mmで拡張し、開通はしなかったが陰影欠損を伴う
血管腔の拡大が認められた。Solitaire Platinum 6×30 mmで血栓を回収したが、血
管がらせん状に解離しているのに気付いた。真腔にCHIKAI 14を進めようとするが
どうしても偽腔に入ってしまうため、偽腔にあるワイヤーから血管内超音波 (IVUS)
を行い、その画像を見ながら別のCHIKAI 14を真腔内へ導いた。Precise 7×3 mm
とENTERPRIZE2 4.5×23 mmを留置し、偽腔は一部残存したが、順行性血流は確
保され、TICI 2bで終了した。術後は出血なく、NIHSSは2点にまで改善した。内
頚動脈解離に対する血管内治療において、IVUSを併用してワイヤーを真腔に導き、
血管形成術を行った症例を経験した。若干の文献を交えて考察する。
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DP-2-1
閉塞血管の部位とDoor to Puncture timeを遅らせる要因の検討
小倉　健紀（おぐら たけのり）1、波多野　武人（はたの たけと）1、
千原　英夫（ちはら ひでお）1、阿河　祐二（あがわ ゆうじ）1、
北村　泰佑（きたむら たいすけ）1、友寄　龍太（ともよせ りゅうた）1、
阪本　宏樹（さかもと ひろき）1、辻本　吉孝（つじもと よしたか）1、
中澤　祐介（なかざわ ゆうすけ）1、永田　泉（ながた いずみ）1

1小倉記念病院脳神経外科

【目的】血栓回収療法の成績向上を考えるにおいて、再開通率の向上等の手技的問
題もさることながら、病院到着から治療開始までの時間（Door to Puncture time; 
D2P）の短縮も大切な要因である。我々は、2018年4月より急性期脳卒中症例に対
してはMRIを第一選択とする体制を構築し、原則脳卒中センター医師が最初から対
応して、D2Pは40分を目標としている。現体制下で、閉塞血管の部位とD2Pの関係
について解析を行い、D2Pを遅らせる要因の考察を行った。

【方法】2018年4月から2019年12月までの間に、血栓回収療法を企図した症例は113
例であった。うち転院搬送症例で治療前の画像検査を省略した症例、および当院院
内発症の症例を除外した64例を対象として解析を行った。

【結果】D2Pは46.3分（39.4-53.2）であった。内頚動脈、中大脳動脈(M1)、中大脳動
脈(M2)、後方循環と閉塞血管の部位に分けて解析すると、D2Pはそれぞれ44分(35.3-
53.7)、38.3分(30.3-46.3)、49.2分(40.9-57.4)、63.8分（50.6-76.9）であり、多重比較検定
で中大脳動脈(M1)と後方循環の間で有意差を認めた(p=0.008）。前方循環の症例に
限って左右の別で解析を行ったが、左42.4分(36.6-48.2)、右45.0分(38.7-51.3)と有意差
は認めなかった。

【考察】D2PはM1閉塞症例で有意に短い一方、後方循環の閉塞症例で有意に長いこ
とが示された。M1閉塞症例は麻痺、失語等の脳卒中の典型的兆候がわかりやすく
救急隊の情報から診断も予測しやすいの対し、後方循環の閉塞症例は診断が予測し
にくい症例もあり、中には来院時から脳卒中疑い症例とされずに対応されている症
例も存在するため、治療まで遅れてしまう可能性があることが推察された。

10196

DP-1-15
「心原性」「アテローム血栓性」「解離性」以外の病型を有する脳主幹
動脈閉塞に対する急性期再開通療法
伊藤　裕平（いとう ゆうへい）1、小島　隆生（こじま たかお）1、
佐藤　直樹（さとう なおき）2、生沼　雅博（おいぬま まさひろ）3、
堀内　一臣（ほりうち かずおみ）3、市川　剛（いちかわ つよし）4、
織田　惠子（おだ けいこ）5、前田　卓哉（まえだ たくや）6、齋藤　清（さいとう きよし）1

1福島県立医科大学脳神経外科学講座、2枡記念病院脳神経外科、
3総合南東北病院脳神経外科、4福島赤十字病院脳神経外科、
5南相馬市立総合病院脳神経外科�、6太田西ノ内病院脳神経外科

【はじめに】脳主幹動脈閉塞（LVO）はその多くが心原性脳塞栓症（CE）、アテロー
ム血栓性脳梗塞（ATBI）、解離血管に起因する脳梗塞（解離性）に分類される。し
かし、少数ながらその他の原因を有するLVO症例も存在し、ときに診断・治療に
難渋する。CE、ATBI、解離性以外に分類されたLVO症例に対する急性期再開通
療法について検討した。【方法】2016年1月～2018年12月に、福島県立医科大学及び
その関連施設で機械的血栓回収術を施行した患者を対象とした。これらを「CE、
ATBI、解離性」群と「その他の病因」群に分類し、患者背景、治療成績、転帰に
ついて検討した。【結果】機械的血栓回収術を施行した230例のうち、「CE、ATBI、
解離性」群は220例、「その他の病因」群は10例であった。「その他の病因」群の内
訳は、塞栓性機序が疑われるも塞栓源が同定されなかった症例（ESUS）が6例、ト
ルソー症候群が1例、卵円孔開存を有する下肢深部静脈血栓症が1例、大動脈プラー
クに起因する症例が1例、ステント併用脳動脈瘤コイル塞栓術後に抗血小板薬を自
己中断しステント内急性閉塞をきたした症例が1例であった。患者背景に関しては

「その他の病因」群で年齢が有意に低い（76.3 vs 61.2 歳, p=0.003）ことを除き、2
群間で差は認めなかった。有効再開通率、頭蓋内出血発症率、発症90日後mRS0-2
の割合など治療成績及び転帰に関して2群間で差は認めなかった。【考察】「その他
の病因」を有する症例に対する急性期再開通療法の成績は「CE、ATBI、解離性」
の症例と同等であった。発症時年齢が低い症例については、「その他の病因」も考
慮し、十分な原因検索に務める必要がある。

10253

DP-1-14
血栓突出サインは血栓回収療法におけるFirst Pass Effect達成と関
連する
山本　雄貴（やまもと ゆうき）1、山本　伸昭（やまもと のぶあき）1,2、
兼松　康久（かねまつ やすひさ）3、山口　泉（やまぐち いずみ）3、
宮本　健志（みやもと たけし）3、曽我部　周（そがべ しゅう）3、
島田　健司（しまだ けんじ）3、高木　康志（たかぎ やすし）2,3、
和泉　唯信（いずみ ゆいしん）1

1徳島大学病院脳神経内科、
2徳島大学大学院医歯薬学研究部先端脳機能研究開発分野、
3徳島大学病院脳神経外科

【目的】血栓回収療法において追加治療を要しない1回の手技で得られた完全再開通
はFirst Pass Effect（FPE）と定義され、良好な転帰が報告されている。FPEと関
連する周術期画像因子について検討した。【方法】2014年1月から2019年12月までに
当院で血栓回収療法を施行した内頚動脈および近位中大脳動脈（M1－2）閉塞例を
対象とした。タンデム閉塞、ASPECT 6点未満を除外した91例を解析の対象とした。
画像因子にはMRIでのSusceptibility Vessel Sign（SVS）や血管造影での閉塞部の
血栓突出サイン（Clot－meniscus Sign: CS）を含めた。【結果】FPEは26例（28.6％）
で達成された。FPE達成群はそうでない群と比較して穿刺から再開通までの時間が
短く（33 min vs. 76 min, p＜0.01）、3ヶ月後の機能予後良好例（mRS 0－2）が多
かった（57.7％ vs. 29.2％, p＝0.01）。SVSの存在は両群で差はなかったが、CSは
FPE達成群で有意に多くみられた（53.8％ vs. 30.8％, p＝0.04）。単変量解析で有意
差のみられた項目（CSの存在、女性、非喫煙、非内頚動脈閉塞）について多変量
解析で調整をおこなうと、CSの存在は独立したFPE達成の関連因子であった（odds 
ratio, 2.67; 95％ confidence interval, 1.0－7.06; p＝0.047）。【結論】血栓回収療法中
のCSの存在はFPE達成と有意に関連し、予後良好を示唆する可能性がある。

10995

DP-1-13
内頚動脈径の測定は吸引デバイスの選択に有用である
田島　洋佑（たじま ようすけ）1、佐々木　みなみ（ささき みなみ）1、
矢吹　麻里子（やぶき まりこ）1、渡邉　義之（わたなべ よしゆき）1、
宮川　正（みやがわ ただし）1、田巻　光一（たまき こういち）1、
烏谷　博英（からすだに ひろひで）1

1松戸市立総合医療センター�脳神経外科

【はじめに】太い口径の吸引デバイスが増え，血栓回収術の治療成績が向上したと
する報告も多い。一方、太い口径の吸引デバイスは当然ながら外径が太くなり、デ
バイスを遠位に誘導することが困難な症例も経験する。今回我々は、3DRA画像か
ら血管径を計測し、吸引デバイスの選択の一助となる指標を検討した。【方法】2018
年から当院で、未破裂脳動脈瘤治療前もしくは治療後のフォローで3DRAを行った
症例を対象とした。血管造影装置はPhillip社のAllura Xper FD 20/10を使用した。
計測はWorkstation上の自動解析ソフト3D (Xtravision)を用いた。測定部位はICA
遠位部、MCA遠位部、M2で、長径・短径をそれぞれ計測した。【結果】対象は88
例112側で、ICA遠位部の長径は3.65±0.53mm、短径は3.28±0.51mm、MCA遠位部
の長径は2.65±0.36mm、短径は2.39±0.38mm、M2の長径は2.20±0.43mm、短径は
1.96±0.39mmであった。18例（16%）はMCA遠位部短径が2mm未満であり、2mm
以上の症例群と比較し、ICA遠位の長径・短径とも有意に短かった（長径：3.24±
0.43mm vs 3.73±0.52, p=0.001、短径：2.82±0.33mm vs 3.37±0.50, p＜0.001）。M2
の短径が2mm以上の症例は55例（49％）であり、2mm未満の症例群と比較し、ICA
遠位の長径・短径とも有意に長かった（長径：3.79±0.54mm vs 3.52±0.49, p=0.006、
短径：3.44±0.53mm vs 3.13±0.45, p=0.001）。【結語】ICA遠位部径が太い症例は、
M2閉塞例であっても太い口径の吸引カテーテルを使用できる可能性がある一方、
ICA遠位部径が細い症例はM1閉塞例であっても太い口径の吸引カテーテルを使用
できない可能性がある。吸引デバイス選択の際に、ICA遠位部径はよい判断材料と
なる。
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DP-2-5
脳血栓回収療法を実施した急性期脳梗塞症例における転帰良好因子の
検討
森谷　茂太（もりや しげた）1、立山　慎一郎（たてやま しんいちろう）1、
川副　雄史（かわぞえ ゆうし）1、藤原　英治（ふじわら えいじ）1、
早川　基治（はやかわ もとはる）2

1西知多総合病院脳神経外科、2藤田医科大学脳神経外科

【目的】脳血栓回収療法が普及し, 各地で治療成績向上の取り組みが行われている. 
今回, 当施設の脳血栓回収療法実施症例を後方視的に評価し転帰良好因子を検討し
たため報告する.

【方法】2015年10月から2019年12月に脳血栓回収療法を行った連続89症例を対象と
した. 後方循環例や院内発症等で時間経過が不明な症例は除外した. 90日後modified 
Rankin Scale (mRS) 0-2を転帰良好群, mRS 3-6を転帰不良群とし, Age, National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Alberta Stroke Program Early CT 
Score (ASPECTS), Diffusion Weighted Imaging (DWI) ASPECTS, Onset to Door 
(OTD), Door to Reperfusion (DTR), Onset to Reperfusion (OTR), 有効再開通の有
無を予測因子として抽出した. 各々について発症前mRSの影響を取り除く目的に多
変量解析を行い評価した.

【結果】79症例が解析対象となった. 転帰良好例は24/79例 (38%)であった. 各因子の
平均値±標準偏差または中央値は, Age 78.2±10.8歳, NIHSS 21.1±8.3, ASPECT 
8.4±1.6, DWI-ASPECTS 7.6±2.2, OTD 78分, DTR 188分, OTR 294分であった. 有
効再開通は71/80 (90%)で得られ, 発症前mRSは1.6±1.5であった. 評価した因子の中
で, Age (オッズ比1.07 [95%信頼区間: 1.01-1.14], p=0.03) およびASPECTS (オッズ
比0.62 [95%信頼区間: 0.39-0.98], p=0.04) が転帰に影響していた.

【結論】今回の検討では時間因子では有意差が得られず, 患者因子と画像因子が影響
する結果であった. 早期有効再開通を得ることが各患者の予後改善に重要であるこ
とに疑いはないが, 治療適応がtime-baseからtissue-baseに変容していることを支持
する結果と考えられた.

10703

DP-2-4
当院での血栓回収療法の治療成績
高津　宏樹（たかつ ひろき）1、坂井　健一郎（さかい けんいちろう）1、
北川　友通（きたがわ ともみち）1、佐藤　健朗（さとう たけお）1、
小松　鉄平（こまつ てっぺい）1、三村　秀毅（みつむら ひでたか）1、
長山　剛太（ながやま ごうた）2、菅　一成（かん いっせい）2、
石橋　敏寛（いしばし としひろ）2、村山　雄一（むらやま ゆういち）2、
井口　保之（いぐち やすゆき）1

1東京慈恵会医科大学附属病院脳神経内科、
2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

【目的】当院での血栓回収療法開始までの時間と転帰の関連を明らかにする【対象・
方法】当院で急性期脳主幹動脈閉塞患者に対する血管内治療を受けた者を対象とし、
転帰良好群(3ヶ月後modified Rankin scale; mRS 0-2)と転帰不良群 (3ヶ月後mRS3-
6)の２群に分けて背景、発症から来院までの時間(Onset to Door Time; ODT)、来
院から穿刺までの時間(Door to Pucture Time; DPT)、発症から再開通までの時間
(Onset to Recanalization Time; ORT)、治療成績を後方視的に解析した。【結果】2015
年10月から2020年3月に登録した対象は88人(年齢中央値 71歳 , 男 58％ , 発症前
mRS 0, 発症時NIHSS score 16, DWI-ASPECT 8)を登録した。転帰良好群は32例
(36％), 転帰不良群 56例(64％)であった。転帰良好に関連する因子は年齢(58歳 vs 70
歳, p＜0.001), BMI(26kg/m2 vs 21 kg/m2, p＝0.04), 発症前mRS(0 vs 2 p＜0.001), 
心房細動の既往(24％ vs 76％, p＝0.04), 糖尿病の既往(17％ vs 83％, p＝0.01), 心疾
患 の 既 往 (11 ％ vs 89 ％ , p ＝ 0.01), 来 院 時 NIHSS score(8 vs 15, p ＝ 0.01),  
BNP(55pg/ml vs 568pg/ml, p＝0.001)であった。IV rt-PA併用率は高かった(57％ 
vs 43％ , p＝0.001)。ODTとORTでは転帰良好群で短く(ODT; 45分 vs 170, p＝
0.001, ORT 266分 vs 393分, p＜0.001)、DPTは２群間で差がなかった(98分 vs 108
分, p＝0.71)。治療後の再開通率(TICI≧2b)と出血性梗塞合併率は２群間で差はな
かった(再開通率; 41％ vs 59％ , p＝0.22, 出血性梗塞合併率; 20％ vs 80％ , p＝
0.65)。【結論】血栓回収療法で転帰良好例の特徴は、自立した若年者で肥満傾向、心
疾患の既往がなく比較的軽症であった。ORTが短かった。

10732

DP-2-3
高齢者の急性期脳梗塞における機械的血栓回収術の成果
林　志保里（はやし しほり）1、佐野　貴志（さの たかし）1、小幡　佳輝（おばた よしき）1

1東京北医療センター脳神経外科

【目的】血栓回収術の技術的進歩により高齢者も脳梗塞急性期の血管内治療により
良好な転帰が得られると報告されている。当院での80歳以上の急性期主幹動脈閉塞
症に対する血栓回収術の治療成績とその有効性を検討した。

【方法】2016年4月から2020年5月に当科で血栓回収術を施行した前方循環の主幹動
脈閉塞症患者49例のうち、80歳以上（平均年齢86.4歳）25例を高齢者として、80歳
未満の患者24例（平均年齢71.9歳）と予後を比較した。

【結果】来院までの時間、来院時NIHSS、ASPECTS-DWIに両群間で有意差は無
かった。穿刺から再開通までの時間が高齢者で有意に長かった。退院時mRS0-2を
予後良好とすると、高齢群の予後良好は4例（16.0％）、80歳未満では9例（37.5％）
と、高齢群で予後良好が少なかった。退院時mRSは高齢群で平均4.19、80歳未満群
では3.33と、高齢群で有意に不良だった（p＜0.05）。一方、病前のmRSは高齢群、
80歳未満群でそれぞれ平均1.54、0.38と高齢者は有意に不良だった（p＜0.01）。

【考察】急性期脳梗塞の血栓回収術において、高齢群で有意に退院時mRSが不良だっ
た。高齢者の方が予後不良な原因として、病前のmRSが高齢者の方が不良である
ことや高齢者ではTICI2b以上の再開通率が低いこと、穿刺から再開通までの時間
が長いこと、頭蓋内出血が多いことなどが考えられた。しかし高齢でも予後良好例
があり、病前のmRSなど治療適応を検討することで、治療成績の向上が見込める
可能性がある。

10218

DP-2-2
90歳以上の超高齢者に対してStent Retrieverを用いた機械的血栓
回収術の治療成績
呉　浩一（ご こういち）1、福光　龍（ふくみつ りゅう）1、
今村　博敏（いまむら ひろとし）1、春原　匡（すのはら ただし）1、
福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、大村　佳大（おおむら よしひろ）1、
福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、秋山　智明（あきやま ともあき）1、
梶浦　晋司（かじうら しんじ）1、重安　将志（しげやす まさし）1、
堀井　亮（ほりい りょう）1、坂井　信幸（さかい のぶゆき）1

1神戸市立医療センター中央市民病院

【目的】本邦の2019年の統計では、「75歳以上の人口」が初めて「65歳から74歳の人
口」を上回った。（1,798 万人；14.2%：1,760万人；13.9%）機械的血栓回収術の治療
成績の検討において、90歳以上の超高齢者に関しての報告は少ない。【対象と方法】 
2014年2月から2020年3月に、後方循環を除く脳主幹動脈閉塞に対して、Stent 
Retrieverを用いて急性期機械的血栓回収術を施行した後期高齢者(75歳以上)209症
例を90歳以上の超高齢者群と90歳未満の高齢者群の2群に分けて、患者背景、治療
成績をまとめた。【結果】 超高齢者群は37症例(平均年齢92.7歳)、高齢者群は172症
例(平均年齢82.0歳)。男性の割合(超高齢者群16%、高齢者群49%、p≦0.001)と発症
前のmRS0-2の割合(超高齢者群35%、高齢者群70%、p≦0.001)は超高齢者で有意に
少なかった。その他の背景項目で有意差は認めなかった。発症から再開通までの時
間、穿刺から再開通までの時間でも明らかな差は認めなかった。治療結果として、
mRS0-2及び病前 mRS への復帰を good outcome と定義すると、退院時の good 
outcomeの割合(超高齢者群18%、高齢者群28%、p=0.308)と3ヶ月後のgood outcome
の割合（超高齢者群16%、高齢者群29%、p=0.151)に有意差は認めなかったが、3ヶ
月後のmRS0-3の割合(超高齢者群16%、高齢者群38%、p=0.012)は超高齢者群が有
意に少なかった。【結論】 再開通率や再開通までの時間に関して、ほぼ同等な結果を
得られることが確認できた。しかし3ヶ月後のmRS0-3の割合では超高齢者群が有意
に少なく、その転帰は厳しいのが現状である。今後もより治療適応の選択に関して
は慎重に考慮した上で、症例を集積していくことが重要であると考える。
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DP-2-9
2次医療圏の高齢化と血栓回収件数の関係性
大川原　舞（おおかわら まい）1、武　裕士郎（たけ ゆうしろう）1、
越坂部　学（おさかべ まなぶ）1、山口　裕之（やまぐち ひろゆき）1、
上田　幹也（うえだ みきや）1、前田　高宏（まえだ たかひろ）1

1大川原脳神経外科病院脳神経外科

はじめに：当院は北海道道央, 西胆振区域に位置している脳神経外科単科病院であ
る. 西胆振区域は北海道の中央南部に位置し,脳卒中急性期医療公表病院は当院と市
立室蘭総合病院の2施設存在し合わせて3名の脳血管内治療専門医が常勤で在籍して
いる. 10万人当たり脳血管内治療医は1.67人と全国平均(1.04人)よりも多い。脳血管
内治療医の偏在による血栓回収療法の地域格差については広く知られているが人口
構成による地域格差についての報告は少ない. 高齢化が進行すると血栓回収が増加
する可能性が指摘されていることから, 地域完結性が高く血管内治療医が多い2次医
療圏内で高齢化の進行と血栓回収件数の関係性について後方視的に検証した.方法：
2015年1月から2019年12月の間に2病院に入院した脳梗塞3387例のうち血栓回収が行
われた162例について検討した。2次医療圏内を構成する市町村で5地域に分け前半
期（2014～2015年）, 後半期（2016～2019年）の血栓回収療法件数と人口構成（人
口、65歳以上人口、65歳以上人口%）の関係を調べた.結果：2次医療圏全体では前
半期10万人当たり15.1件, 後半期19.5件と件数は増加していたが2地域で血栓回収療
法が減少していた. 人口構成との相関を調べたところ, 人口減少率（r=-0.89、P＜
0.05）, 65歳以上高齢者増加率（r=0.83、P＜0.05）と相関が認められた．結語：人
口減少かつ高齢者人口が増加しない地域では血栓回収療法は減少していた. 高齢化
のステージにより血栓回収療法の地域格差が出現してくる可能性が示唆された.
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DP-2-8
急性期脳梗塞に対する再開通療法後の、早期死亡例の分析
緒方　秀樹（おがた ひでき）1、横川　隆太（よこかわ りゅうた）1、
井谷　理彦（いたに としひこ）1、小原　次郎（おはら じろう）1、
藤本　基秋（ふじもと もとあき）1、谷　正一（たに しょういち）1、
秋山　義典（あきやま よしのり）1

1天理よろづ相談所病院脳神経外科

【背景】急性期脳梗塞に対する再開通療法の治療適応は拡大し、当院でも症例数は
増えている。治療による合併症や治療後の転帰不良例は、少ないながらも存在する。
特に、術後早期の死亡は、患者家族のみならず、医療者側にもインパクトがある事
象である。【対象と方法】2018年1月から2019年12月の24ヶ月間に、当院で急性期再
開通療法（機械的血栓回収、血栓吸引、血栓溶解、血管形成術・ステント留置術）
を受けたすべての患者を対象とした。カルテ記載、画像所見、検査データ等をもと
に、治療後30日での死亡者と生存者について、以下の事項を比較した。年齢、性別、
入院時NIHSS、入院時ASPECTS、tPA投与の有無、TICI、既往歴、術後出血の有
無、術前ヘモグロビン、障害血管。上記項目についてt検定、U検定あるいはカイ2
乗検定により分析した。【結果】上記期間に実施された再開通療法は120件。このう
ち、データを収集できた症例は112例、死亡は13例。年齢、術前ヘモグロビン値、
ASPECTS、術前NIHSS、TICI、tPA投与の有無、術後出血の有無、既往歴・併存
疾患（糖尿病、高血圧症、慢性腎不全、閉塞性肺疾患、心不全・弁膜症、脂質異常
症、心房細動、脳卒中、がん）の各項目について生存者と死亡者を比較したところ、
がんの既往、術後出血、心房細動のないもの、高血圧のないもの、で有意に術後30
日での死亡が多かった。【結論】がんの既往、術後出血、心房細動がないこと、高
血圧の既往がないこと、は急性期再開通療法後の早期死亡に何らかの関係を有する
ことを示した。
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DP-2-7
脳主幹動脈閉塞発症から血管内治療開始までの時間と転帰の関係
尾原　信行（おはら のぶゆき）1、今村　博敏（いまむら ひろとし）2、
藤原　悟（ふじわら さとる）1、村上　泰隆（むらかみ やすたか）1、
前川　嵩太（まえかわ こうた）1、石山　浩之（いしやま ひろゆき）1、
角替　麻里絵（つのがえ まりえ）1、福光　龍（ふくみつ りゅう）2、
後藤　正憲（ごとう まさのり）2、川本　未知（かわもと みち）1、
坂井　信幸（さかい のぶゆき）2

1神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科、
2神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

【目的】急性脳主幹動脈閉塞発症から血管内治療開始までの時間と転帰との関連を
明らかにする。

【方法】2011年4月から2020年3月に当院で急性脳主幹動脈閉塞に対して緊急血管内
治療を行った557例のうち、院内発症、pre mRS4以上、最終無事から24時間超過し
た例を除外した連続446例を対象とし、時間と転帰との関連を検討した。

【結果】対象患者の平均年齢74.8歳、女性39.7%、NIHSS中央値19（IQR 13－24）、前
方循環89.2%、rt-PA静注併用48.0%、ステント型血栓回収機器使用73.5%であった。
発症－穿刺時間（O2P）中央値173（IQR 105－393）分、来院－穿刺時間（D2P）中
央値59（IQR 38－100）分、TICI2b/3 83.0%、症候性頭蓋内出血6.7%、90日後転帰
良好（mRS≦2）37.2%であった。多変量解析においてO2P（10分毎）は転帰良好
と有意に関連した（調整オッズ比　0.98、95%CI　0.97－0.99、p＜0.001）。またO2P
を0－120、120－240、240－360、360－480、480分以上に分けると、転帰良好の割
合はそれぞれ49.3%、34.3%、27.7%、20.0%、33.3%となり、転帰の分布に有意な相
関が見られた（p＜0.001）。

【結論】実臨床においても、再開通治療の有効性は発症から治療までの時間に依存
することが示された。病院前から院内までを包括的に捉えた時間短縮を目指すこと
が重要である。

10874

DP-2-6
血栓回収術を施行した急性脳主幹動脈閉塞例における発症8時間以内
と以上の症例の相違点の検討
沓名　章仁（くつな あきひと）1、鈴木　健太郎（すずき けんたろう）1、
木村　龍太郎（きむら りゅうたろう）1、沼尾　紳一郎（ぬまお しんいちろう）1、
西　佑治（にし ゆうじ）1、竹子　優歩（たけし ゆうほ）1、片野　雄大（かたの たけひろ）1、
齊藤　智成（さいとう ともなり）1、青木　淳哉（あおき じゅんや）1、
西山　康裕（にしやま やすひろ）1、木村　和美（きむら かずみ）1

1日本医科大学付属病院脳神経内科

【目的】急性期主幹動脈閉塞に対する血栓回収術の有効性が示され,発症24時間以内
でも選ばれた症例に対して有効性が示された。当院で血栓回収術が施行された前方
循環の主幹動脈閉塞例のうち,発症穿刺時間が8時間以内の早期治療群と8時間以上
の非早期治療群に分け,相違点を調査した。【方法】2011年1月から2019年12月の間
に血栓回収術が施行された497例中,発症前mRS≦2,かつ,MRAでICA,M1閉塞と診
断した症例を対象とし,早期治療群と非早期治療群に分け,背景因子や転帰について
後向きに比較した。【結果】対象は243例で平均76歳,男性152例(63%),非早期治療群
は46例 (19%) だ っ た。 単 変 量 解 析 で は , 非 早 期 治 療 群 は 男 性 が 多 い 傾 向 で
(74%vs.60%,p=0.08), 閉 塞 血 管 に 差 は 認 め ず , 心 原 性 脳 塞 栓 症 が 少 な く
(39%vs.59%,p=0.02),アテローム血栓性脳梗塞(ATBI)が多く(39%vs.21%,p=0.01),軽症
で (NIHSS 12vs.18,p ＜0.01),DWI-ASPECTS は高かった (7vs.7,p=0.02)。穿刺から
1PASSまでの時間が長い傾向(28分vs.24分,p=0.05)にあったが,他の治療時間や治療
法,PASS回数には差は認めなかった。合併症に有意差はないが,mRS≦2は少ない傾
向(39%vs.54%,p=0.06)だった。【結論】発症穿刺時間が8時間以上の症例では,軽症で
梗塞範囲が小さく,ATBIが多く,また治療内容や合併症に差はないが,転帰良好は少
ない傾向だった。ATBIの可能性を念頭に置いて治療に臨む必要がある。
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DP-3-2
高齢者に対するｔPA療法＋血栓回収術の有効性、安全性の検討
川崎　泰輔（かわさき たいすけ）1、綾部　純一（あやべ じゅんいち）1、
渡辺　正英（わたなべ まさひで）1、三島　弘之（みしま ひろゆき）1、
高寺　睦見（たかでら むつみ）1、土屋　雄介（つちや ゆうすけ）1、
大友　優太（おおとも ゆうた）1、田中　良英（たなか よしひで）1

1横須賀共済病院脳神経外科

【はじめに】主幹動脈閉塞に対し早期治療できる場合は、指針上、ｔPA療法と血栓
回収療法の併用が勧められている。高齢者の場合、合併症を懸念してｔPA投与を
躊躇する場合もある。最近では、血栓回収療法の精度もあがり、ｔPA療法はスキッ
プできるのではないか、という議論もあるが、81歳以上の高齢者に対するｔPA療
法＋血栓回収術の有効性、安全性について検討した。【対象と方法】期間は2018年1
月から2019年12月までの2年間。81歳以上で、発症4.5時間以内に治療開始できた55
症例（男性25症例、女性30症例）を対象とした。ｔPA＋血栓回収療法を行った43
症例（A群）と、血栓回収療法単独の12症例（B群）を比較検討した。有効再開通
率、P2R、出血性合併症（頭蓋内、全身）、3か月後mRS等を主項目として検討し
た。【結果】ｍTICI2ｂ以上の再開通を得た症例は、A群で40/43例（93％）。B群で
は9/12例（75％）であった。P2Rの平均は、A群は72.3分、B群80.2分と、ｔPAを
併用した方が、早い傾向があった。3か月後のｍRS0-2は、A群で9/43例（21％）、B
群では0例であった。B群での、ｔPA非投与理由は、血小板低値3例、消化管出血1
例、内服薬2例、腹部術後1例、脳出血既往1例、脳梗塞既往1例、軽症化1例、感染
性心内膜炎1例、トルソー症候群1例であった。A群の出血性合併症について、症候
性頭蓋内出血は5％前後であった。【考察】81歳以上でも、効果的に、有効な再開通
を得ていることが判明した。3か月後のｍRSでは、転帰良好群が多いとは言えない
が、高齢者のベースを考えるとやむを得ない部分もあろう。【結語】高齢者でもｔPA
＋血栓回収療法は、有効で安全に実施できるのではないかと考えられた。

10567

DP-3-1
血栓回収術のcombined techniqueにおける吸引型カテーテルの差
異による影響
作田　健一（さくた けんいち）1、中田　遼志（なかだ りょうじ）1、
宮川　晋治（みやがわ しんじ）1、府賀　道康（ふが みちやす）2、
谷口　洋（やぐち ひろし）1

1東京慈恵会医科大学附属柏病院�脳神経内科、
2東京慈恵会医科大学附属柏病院�脳神経外科

【目的】急性期脳梗塞の血栓回収術の成功率を上昇させるためにcombined technique
は有用である．当院では，吸引型カテーテルが院内採用になるまでは中間カテーテ
ルで代用していた．本検討では，中間カテーテルと吸引型カテーテルの違いによる
血栓回収術への影響を検討した．【方法】2017年10月から2020年7月に当院に入院し
た急性期脳梗塞患者連続例のうち，血栓回収術実施症例を対象とした．当院の血栓
回収プロトコルは一貫してステントリトリーバーを第一選択とし，血栓まで吸引用
カテーテルが到達できる場合は可能な限りcombined techniqueを用いた．吸引用カ
テーテルがサイフォン部を超えられない場合は支持性を高める目的で到達しえた部
位で待機させた．2017年10月から2019年8月まで（前期）は4.2Frの中間型カテーテ
ルを吸引カテーテルとして使用し，2019年9月以降（後期）は吸引型カテーテル

（Penumbra system, Catalyst）を使用した．対象例を前期群と後期群に二分し比較
検討した．【結果】46例（男性29例，年齢中央値77歳，NIHSS中央値19）が抽出さ
れた．前期群は30例，後期群は16例であった．2群間の比較では，前方循環（90%
対75%, P=0.178），入院時NIHSS（中央値19点対22点，P=0.474），アテローム性脳
梗塞の最終診断（27%対6%，P=0.098）に差は無かった．穿刺から再開通までの時
間は中央値69分対49分（P=0.104）で差は無かったが，完全再開通（TICIグレード
3）の割合は30%対56%（P=0.033）と後期群で有意に高かった．【結語】中間カテー
テルの代用ではcombined techniqueの十分な効果が得られない可能性がある．

10407

DP-2-11
経皮的脳血栓回収デバイスの進歩と血栓回収術施行患者の入院期間と
自宅退院率の関係
千葉　のぞみ（ちば のぞみ）1、森　貴久（もり たかひさ）1、
宮崎　雄一（みやざき ゆういち）1、吉岡　和博（よしおか かずひろ）1

1湘南鎌倉総合病院

【背景】経皮的脳血栓回収術施行患者の臨床転帰は、血栓回収デバイスの進歩に伴
い改善した可能性がある。

【目的】経皮的脳血栓回収術を受けた患者の臨床転帰がデバイスにより改善してい
たかを調査する。

【方法】脳卒中診療科データベースを用い、急性期脳梗塞で経皮的脳血栓回収術を
受けた患者で、Merci retriever使用を開始した2010年11月15日から2014年12月31日
までを前期、Solitaire FR、Trevo Provue使用開始した2015年1月1日から2019年12
月31日までを後期とし、両期間の臨床転帰を調査比較した。調査項目は(1)年齢中央
値、(2)男性（％）、(3)平均入院日数、(4)直接自宅退院率、(5)入院時NIHSS、(6)退
院時NIHSS、(7)前期・後期それぞれのNIHSS減少点数、(8)回復期リハビリテーショ
ン病院(以下、リハ病院)転院後を含めた自宅退院率。

【結果】条件該当患者は前期61人、後期191人。前期と後期でそれぞれ(1)年齢中央値
は78歳と80歳、(2) 男性は59％と47％、(3) 平均入院日数 ( 中央値 ) は10日と9日
(P=0.059)、(4)直接自宅退院率は4.9％(3/61)と12.0％(23/191)(ns)、(5)入院時NIHSSは
18点と19点(ns)、(6)退院時NIHSSは16点と11点(p＜0.05)、(7)前期-2(ns)と後期-4(p
＜0.0001)、(8)リハ病院後を含めた自宅退院率は41.0％(25/61)と50.3％(96/191) (ns)
と、後期の方が入院中に症状は有意に改善し症状も軽くなり、入院日数も短縮傾向
で、直接自宅退院率もリハ後の最終自宅退院率も統計学的には有意でなかったが増
えていた。

【結語】経皮的脳血栓回収術前期と比べ後期ではNIHSSが短期間で有意に改善し症
状も軽くなり、入院日数も短縮傾向、直接自宅退院率も最終的自宅退院率も高い傾
向にあった。

10989

DP-2-10
当院における血栓回収療法の成績について
寺尾　和一（てらお かずいち）1、中林　規容（なかばやし きよう）1、
相見　有理（あいみ ゆり）1、吉田　光宏（よしだ みつひろ）1、石田　衛（いしだ まもる）1、
苗代　朋樹（なわしろ ともき）1、濱崎　一（はまさき はじめ）1

1市立四日市病院脳神経外科

【緒言】当院における機械的血栓回収療法（以下血栓回収）の症例についてその内
容と成績について検討したため報告する。【方法】2017/1/1～2020/6/30の血栓回収
症例について後方視的に抽出し、その成績を検討した。またt-PA静注群と非静注群
とでその転帰を退院時mRSにて比較した。t-PA静注はガイドラインに基づいた適
応の下施行した。【結果】血栓回収を施行した計58例(平均年齢は73.8歳;39-89歳)、
男性30例、女性28例、うち39例が2019年以降。来院時NIHSSは平均15.3点(1-30点)、
DWI-ASPECTSは平均7.9(4-11)。t-PA静注群は29例。閉塞部位はIC 21例、M1 22
例、M2 8例、BA7例。手技としてADAPT technique26例(うち8例がStent Retriever
を追加)、Stent Retriever単独1例、Combined Method31例。TICI2B以上の再開通
は81％(47例)、1st passでの再開通が36％(21例)、P2Rは平均70.2分で年毎に短縮傾
向である。退院時mRS0-2は28％(16/58例)、2019年以降で31％(12/39例)。t-PA静注
群、非静注群ともに28％(8/29例)、M2閉塞では25%(2/8例)、BA閉塞では29％(2/7
例)。mRS5-6は19%(11/58例)でt-PA静注群は24%(7/29例)、BA閉塞では43%(3/7例)、
術後出血は21%(12/58例)でHI1 1例、HI2 4例、PH2 7例。HI1/2はすべてmRS3-4で
ありPH2症例のmRS5-6は5例、うち4例がt-PA静注例であった。【考察】近年の血
栓回収の治療適応拡大に伴い当院でも症例数が増加し、再開通時間の短縮に伴い転
帰良好症例も増えている。本検討ではt-PA静注群と非静注群で良好な転帰の割合に
差はなく、一方で出血性合併症を生じた際に不良な転帰を辿ることが示唆された。

【結語】当院での脳梗塞急性期における血栓回収の成績と転帰について検討し報告
した。
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DP-3-6
TICI2ｂと3の差
阿久津　善光（あくつ よしみつ）1、山野　晃生（やまの あきなり）1、
丸山　沙彩（まるやま さあや）1、山崎　友郷（やまざき ともさと）1、
加藤　徳之（かとう のりゆき）1、安田　貢（やすだ すすむ）1、
石川　栄一（いしかわ えいいち）2、松丸　祐司（まつまる ゆうじ）2

1水戸医療センター脳神経外科、2筑波大学医学医療系脳神経外科

【目的】血栓回収術におけるTICI2ｂと3の差を評価した。【対象・方法】2017年4月
から2020年3月に当院で血栓回収術を施行した154例のうちTICI≧2bの134例を対象
とした。検討項目は年齢、性別、BMI、内服薬、喫煙歴、バイタルサイン、神経・
画像所見、血液検査データ、tPAの有無、術者、術中所見、使用デバイス、Pass回
数、治療時間、病型、転帰とした。【結果】TICI2bは 49例（36.6%）、TICI3は 85例

（63.4%）で退院時ｍRSはTICI3で良好（平均4.2 vs 3.3［p=0.02］）であった。統計
学的な差はないが出血性合併症（6.1% vs 3.5%［p=0.48］）や死亡（20.4% vs 9.4%

［p=0.07］）も傾向差がみられた。治療介入前項目では内服率（20.4% vs 5.9%
［p=0.02］）、susceptibility vessel sign陽性率（14.3% vs 34.1%［p=0.01］）で差がみ
られた。治療介入後項目ではPass回数（平均3.0回vs 1.6回［p＜0.001］）と1Passで
終了した割合（22.4% vs 61.2%［p＜0.001］）で差がみられた。治療介入後項目での
み多変量解析を行うと、ｔPA投与(OR 6.4、95%CI 1.1-37.5 ､ p=0.04)、術者・助手
と も 専 門 医 (OR 6.0、95%CI 1.0-34.3 ､ p=0.04)、 病 変 長 (OR 1.2、95%CI 1.0-1.4 
､ p=0.03)がTICI3を得る独立因子であった。また、TICI2ｂでも良好な転帰を得る
因子があるか追加検討を行ったが特に有意な項目は認めなかった。【結論】TICI3で
は明確に機能予後が良好であり、ｔPA投与や術者経験など有効な条件を明らかに
できた。しかしながらTICI2b例は残存閉塞領域その他、そこで治療を終了した様々
な背景があることも考慮が必要である。

10200

DP-3-5
機械的血栓回収療法におけるmodified ASAP法の1 pass TICI3へ
の貢献
大島　共貴（おおしま ともたか）1、川口　礼雄（かわぐち れお）1、
松尾　直樹（まつお なおき）1、宮地　茂（みやち しげる）1

1愛知医科大学脳神経外科

【目的】急性期脳梗塞に対する機械的血栓回収術はその有効性が証明され、広く普
及している。しかしながら、各デバイスの組み合わせや細かなテクニックの乱立に
よって最善の方法は確立していない。我々は、前方循環の血栓回収術において、新
しいデバイスの登場や新しい知見を元に、modified ASAP法（以下本法）を編み出
した。その方法、理論と臨床経験を報告する。【対象と方法】変更点１：本法では
ステントリトリーバー（以下SR）を展開したあと、マイクロカテーテル（以下MC）
はすぐに抜去しないようにした。変更点２：SRを吸引カテーテル（以下AC）の中
へ引き込み、体外へ完全に抜去したあと、吸引ポンプの排液に注視する。吸引カ
テーテルはポンプへの連続的な排液がみられる部位まで引き戻して、抜き去る前に
造影を行うようにした。本法をおこなった症例を後方視的に検証した。対象は30例
で、平均年齢: 75.1歳、男性: 17人（57%）。平均ASPECT: 7.3、平均NIHSS: 14.7。
平均O2P（発症から穿刺までの時間）は発症時間不明の2例を除くと123分であった。

【結果】平均pass回数: 1.2回、平均P2R: 17.6分であった。TICI 3は73.3%に達した。
1例（3.3%）にわずかな術後クモ膜下出血を認めた。退院時mRS 0-1: 57%であった。

【結論】本法はACとSR両者を併用することによって安全性と1 passでの再開通率
を向上させることができ、結果として、時間短縮に貢献できると思われた。
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DP-3-4
Combined techniqueによる血栓回収療法における1pass TICI3達
成に関与する因子
山田　丈弘（やまだ たけひろ）1、村上　守（むらかみ まもる）2、
濱中　正嗣（はまなか まさし）1、丸山　大輔（まるやま だいすけ）3、
沼　宗一郎（ぬま そういちろう）1、岸谷　融（きしたに とおる）1、
藤並　潤（ふじなみ じゅん）1、ふくなが　大幹（ふくなが だいき）1,2、
岸田　健吾（きしだ けんご）2、鎌田　一晃（かまた かずあき）2、
村上　陳訓（むらかみ のぶくに）2、永金　義成（ながかね よしなり）1

1京都第二赤十字病院脳神経内科、2京都第二赤十字病院�脳神経外科、
3京都府立医科大学�脳神経外科

【目的】急性主幹動脈閉塞に対する緊急脳血管内血行再建術ENERにおいて，1pass 
TICI 3での再開通が良好な転帰と関連する．吸引カテーテルとステントリトリー
バーを併用するcombined technique(CBT)は1pass TICI3を得るために有用と考え
られている．CBTを用いた例において，1pass TICI3達成に関与した因子を検討し
た．【方法】2017年4月から2020年3月までに当科に入院した急性期脳梗塞連続1120
例のうち，主幹動脈閉塞に対するENERとして初回からCBTを用いた例を対象と
した．1pass TICI3を達成したものをR群，達成しなかったものを非R群に分け，背
景因子，閉塞血管，閉塞機序，併用治療，合併症，転帰について比較した．【成績】
ENER実施101例中CBTは53例(R群17例，非R群36例)であった．年齢(中央値76/77
歳)，男性(8/20例)，入院時NIHSS (中央値19/17)，ASPECTS (中央値9/9)，発症-
搬入(中央値46/94分)，搬入-穿刺(中央値111/81分)，IVtPA併用(6/13例)には群間
差はなかった．閉塞血管は，内頸動脈1/3例，中大脳動脈15/32例，後大脳動脈1/0
例，tandem閉塞0/1例であった．心房細動による心原性塞栓はR群で有意に多かっ
た(13例76% vs 16例44%, p=0.029)．穿刺-再開通(P2R: 40/64分, p=0.026)と，R群で
手技時間が短かった．非R群では1-5 pass実施しており，TICI 2b以上の再開通は29
例であった．症候性頭蓋内出血は1/0例，3か月後mRS 0-2は6/14例であり，これら
の群間差はなかった．【結論】R群では心房細動による心原性塞栓が多かった．1pass 
TICI3を得るには血栓回収手技のみでなく，閉塞機序が関与する可能性がある．

10621

DP-3-3
1st pass時にステントリトリーバーとの併用から吸引カテーテル単
独に切り替えた血栓回収術の手術成績
徳田　直輝（とくだ なおき）1、今井　啓輔（いまい けいすけ）1、
山本　敦史（やまもと あつし）1、猪奥　徹也（いおく てつや）1、崔　聡（さい とし）1、
毛受　奏子（めんじょう かなこ）1、長　正訓（ちょう まさのり）1、
濱中　正嗣（はまなか まさし）2、傳　和眞（つとう かずま）3、
山崎　英一（やまざき ひでかず）4、上田　凌大（うえだ りょうた）5

1京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科、2京都第二赤十字病院脳神経内科、
3西湘病院脳神経外科、4横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科・脳血管内科、
5京都府立医科大学附属北部医療センター神経内科

【目的】当施設では急性期脳梗塞の血栓回収術1st pass時に，吸引カテーテルとステ
ントリトリーバーの併用手技（COM）を前提にしつつ，術者の判断にて必要時に
は吸引カテーテル単独手技（ACT）に切り替えている．1st passをACTに切り替
えた血栓回収術の成績を明らかにする．【方法】2019年4月から2020年3月までに当
施設で血栓回収術を受けた連続例を対象．対象を1st passにおいてACTに切り替え
た例（ACT群）とCOMを遂行した例（COM群）の2群に分類し，背景因子と手術
成績を比較．【結果】血栓回収術54例のうち，ACT群は25例（中央値79歳，男性13
例），COM群は29例（中央値81歳，男性16例）．背景因子として，発症前mRS 0-1
は17例（68%），21例（72%），初診時NIHSS(中央値)は16点，17点であり，両群で
差はなかった．手術成績として穿刺-1st passの時間(中央値)29分，38分，穿刺-再
開通の時間（中央値）33分，50分であり，ACT群で両時間とも短い傾向にあった．
TICI 2b-3は25例（100%），26例（90%），術後の症候性頭蓋内出血は0例（0%），1例

（3%），予後良好例（90日後のmRS 0-2）は13例（54%），9例（33%）で，死亡例（90
日以内）は4例（16%），6例（21%）であり，ACT群で予後良好例が多く，死亡例
が少なかった．【結論】血栓回収術の1st passをACTに切り替えた例では，COMを
遂行した例と比較し，穿刺-1st pass時間と穿刺-再開通時間が短い傾向にあり，予
後良好例が多かった．近年はCOMに注目が集まっているが，術中にACTに切り替
えた場合でもCOMと遜色ない治療成績を達成しうるため，症例ごとに柔軟性を持っ
て手技を選択すべきである．
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DP-3-10
発症時刻不明脳梗塞に対するhybrid治療
下村　怜（しもむら りょう）1、姫野　隆洋（ひめの たかひろ）1、
寺澤　由佳（てらさわ ゆか）1、佐藤　恒太（さとう こうた）1、
井上　智之（いのうえ ともゆき）1、郡山　達男（こおりやま たつお）1、
大田　慎三（おおた しんぞう）1

1脳神経センター大田記念病院

【背景・目的】2019年3月静注血栓溶解(rt-PA)療法適正指針が改訂され、発症時刻不
明の脳梗塞に対しても、頭部MRI拡散強調画像の虚血性変化がFLAIR画像で明瞭
でない場合には、rt-PA療法の施行を考慮しても良いと明記された。今回、われわ
れはhybrid治療(rt-PA＋血管内治療)を従来の発症時刻が明確な脳梗塞症例に対し
行った場合と発症時刻が不明の脳梗塞症例に対し行った場合で比較し、再開通率お
よび安全性の相違に関して明らかにすることを目的とした。【方法】対象は、2019
年4月から2020年4月までに当院に入院した急性期脳梗塞患者1008例のうち、発症あ
るいは発見から4.5時間以内に来院した患者とした。発症時刻が明確な群（明確群）
と、不明の群（不明群）に2群化し、患者背景・治療結果・転帰について比較検討
した。【結果】発症もしくは発見から4.5時間以内に来院したのは、325例（明確群が
245例、不明群が80例）だった。その内、hybrid治療を受けた患者（高度狭窄に対
するPTAのみ受けた患者は除外）は、明確群25例、不明群4例だった。来院時の
NIHSSによる初期重症度は、明確群16 (9-27)、不明群19 (7-22)で同等だった(p=0.949)。
来院からt-PA投与までの時間や穿刺までの時間は相違がなかった。TICI2b以上の
再開通が得られたのが明確群で21例(84%)、不明群4例(100%)であった(p=0.606)。症
候性頭蓋内出血は明確群で2例(8.0%)、不明群で0例(0%)だった(p=1.000)。【結語】発
症時刻不明患者に対するhybrid治療の現況を明らかにした。少数例であるが、発症
時刻不明患者に対するhybrid治療は、有意に頭蓋内出血を増やすことなく、TICI2b
以上の有効再開通を得られた。

10744

DP-3-9
軽症の急性期内頚動脈閉塞に対する治療方針について -当院での経験
からの考察-
新井　大輔（あらい だいすけ）1、吉田　正太（よしだ しょうた）1、
宮腰　明典（みやこし あきのり）1、川那辺　吉文（かわなべ よしふみ）1、
佐藤　宰（さとう つかさ）1

1静岡県立総合病院�脳神経外科

【目的】
脳血管の急性主幹動脈閉塞症は重度の神経症状を呈していることが一般的であるが、
側副路が発達していたため症状が軽微である症例も存在する。血栓回収療法の適応
はNIHSS 6以上の中等症から重症例で、6未満の軽症例では内科治療を選択するこ
とになる。ただ軽症例であっても入院後に症状が増悪し転帰不良に至ることがある
ので、積極的に血栓回収術を行うという考え方もあるかと思われるが、特に急性内
頚動脈閉塞症では血栓量も多く、ENT（embolization to new territory）などの合
併症のために、かえって症状を増悪させる懸念がある。当院での急性内頚動脈閉塞
の軽症例を検討し、治療方針について考察した。

【方法】
当院での2017年4月以降の急性期脳梗塞症例の中で、MRAにて急性内頚動脈閉塞と
診断されたが、症状は軽微でNIHSS 6未満だったものを検討した。
 【成績】
症例は計5例あった。心原性が1例で、残り4例は頚部内頚動脈高度狭窄からのA-to-A
塞栓だった。診断確定後に血栓回収を行なった症例が2例で、入院後に症状増悪し
血栓回収を行なったのが1例、残り2例は抗血栓薬投与などの内科治療を行なってい
た。血栓回収の3症例はいずれもTICI2b/3の再開通が得られていた。退院時mRS 2
以上の症例は、血栓回収群で1例、内科治療で0例だった。
 【結語】
急性内頚動脈閉塞は、軽症であっても入院後に症状悪化し転帰不良になり得ること
を念頭に入院後の管理を行う必要がある。症状悪化時に血栓回収を行う準備をして
おく必要があるが、合併症リスクを十分に考慮し、可能な限り対策を取った上で早
期に血栓回収を行うことも検討しても良いのではと思われた。

10877

DP-3-8
発症24時間以上経過後に血行再建術を行った主幹動脈閉塞症の検討
溝脇　卓（みぞわき たかし）1、鵜山　淳（うやま あつし）2、井村　隼（いむら じゅん）1、
庄瀬　裕康（しょうせ ひろやす）1、田中　宏知（たなか ひろとも）1、
高石　吉將（たかいし よしゆき）1、近藤　威（こんどう たけし）1

1新須磨病院脳神経外科、2西湘病院

緒言:主幹動脈閉塞症に対する急性期血行再建術の治療適応が拡大している。対象: 
2017年5月-2020年7月の間に施行された主幹動脈閉塞症に対する急性期血行再建術
の中で、発症24時間以上経過後に治療を行った3症例。結果:【症例1】80歳男性。10
日前から左無視、3日前から歩行障害あり。初診時構音障害、左片麻痺(MMT3/5)
あり。MRIにてASPECTS-DWI9点の梗塞と右内頚動脈閉塞の所見あり。術中所見
は錐体部の閉塞であり、脳軟膜側副血行および外頸動脈からの供血あり。PTAにて
再開通を得た。【症例2】97歳女性。2日前から起床できず、１日前に失語、右片麻
痺出現。初診時右無視、運動性失語、右片麻痺(MMT2/5)あり。MRIにてASPECTS-
DWI9点の梗塞と左中大脳動脈閉塞の所見あり。術中所見は中大脳動脈近位の閉塞
であり、前脈絡叢動脈から基底核への血流は温存されていた。血栓回収後PTAに
て再開通を得た。【症例3】66歳女性。約30時間前に構音障害、歩行障害発症。初診
時構音障害、運動性失語、軽度右片麻痺(MMT5-/5)あり。MRIにてASPECTS-DWI8
点の梗塞と左内頚動脈閉塞の所見あり。左中大脳動脈は前交通動脈介して供血あり。
血管撮影にて内頚動脈終末部の閉塞であったが、左中大脳動脈領域は前交通動脈介
する供血あり、内科治療を開始した。血管撮影から約6時間後に失語と麻痺の悪化
(MMT3/5)あり、血行再建術施行。血栓回収手技のみで再開通を得た。3症例とも予
後良好であった。考察:治療前、3症例とも緩徐に神経症状が悪化した。血管撮影上、
各々に不足血流を補う所見あり、予後良好に寄与したと考えた。結語: 発症24時間
以上経過後の症例も、低侵襲且つ短時間で行える血管内治療は選択肢の一つになり
得る。
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DP-3-7
当施設における複合手技導入前後での急性期血栓回収術の治療成績
辻　栄作（つじ えいさく）1、小山　佳輝（こやま よしき）1、林　宣秀（はやし のぶひで）1、
岡田　秀雄（おかだ ひでお）1、桑田　俊和（くわた としかず）1

1和歌山ろうさい病院脳神経外科

＜緒言・目的＞
血栓回収術の実際の治療手技についてはステント型回収、吸引カテーテル回収、複
合手技など、施設により異なる。当院は当初よりステントと吸引カテーテルを併用
して血栓回収術を実施してきた。当施設で急性期血栓回収術を実施した脳梗塞患者
についての治療成績を検証し、治療手技と治療時間について考察する。
＜対象と方法＞
2016年10月から2020年6月までに当施設で実施した急性脳主幹動脈閉塞による脳梗
塞患者44例を対象とし、後方視的に再開通率や機能予後および穿刺から再開通の治
療時間について検討した。同期間内に実施した、後方循環系閉塞8例等の計15例は
除外した。複合手技の観点から、期間を区分し、2016年10月から2017年11月までを
前期、2017年12月から2020年6月までを後期として2群に分けた。
＜結果＞
男性30例、女性31例、前期27例、後期34例。平均年齢は、前期73歳、後期79.6歳で
あった。脳梗塞病型は、ATBI5例、心原性46例、ESUS10例であった。閉塞部位は、
ICAO前期8例後期11例、M1O前期10例後期15例、M2O前期9例後期8例であった。
有効再開通率(TICI2b以上)は、前期85.2%、後期76.5%であった。機能予後良好
(mRS2以上)は、前期44.4%、後期26.5%であった。治療手技は前期(ステント型のみ
4例、吸引型のみ1例、複合型20例)、後期(ステント型のみ2例、吸引型のみ1例、複
合型24例)であった。治療時間(穿刺から再開通までの平均時間)、前期59分、後期
59分であった。
＜考察・結語＞
複合手技の導入により、治療時間の延長はなかったが、有効再開通率や機能予後良
好の割合は上昇しなかった。有効再開通率上昇への治療手技の更なる習熟が今後必
要である。
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DP-4-1
後方循環脳梗塞急性期における血栓回収療法の治療成績とその工夫
廣常　信之（ひろつね のぶゆき）1、井上　祐輔（いのうえ ゆうすけ）1、
藤田　淳太郎（ふじた じゅんたろう）1、西垣　翔平（にしがき しょうへい）1、
五月女　悠太（そうとめ ゆうた）1、松田　勇輝（まつだ ゆうき）1、
木谷　尚哉（きだに なおや）1、村岡　賢一郎（むらおか けんいちろう）1、
西野　繁樹（にしの しげき）1

1広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

【はじめに】後方循環における急性期脳梗塞に対する血栓回収療法は前方循環と比
較しevidenceが乏しい現状がある。今回我々は後方循環における当院での治療成績
を検証し、工夫点を報告する。【対象】2014年10月より2020年7月までに当院にて脳
梗塞に対する再開通療法を施行した164例中、後方循環病変の治療を施行した18例
を対象とした。【結果】性別は、男性15例、女性3例。年齢は12-93歳で平均67.9歳。
病因は、心原性14例、アテローム血栓性3例、解離性１例。術前NIHSSは、3-40で
中央値22 。 tPA使用例は7例(39%)。閉塞血管は、脳底動脈およびその末梢が16例、
椎骨動脈と脳底動脈がtandemにつまっていたものが2例であった。治療は、contact 
aspirationを12例、stentとのcombined thrombectomyを7例（1例重複）に行った。
再開通の成績は、TICI 2b 3例、TICI 3 15例（83％）であった。術24時間後のNIHSS
の中央値は2で、術後出血は1例であった。退院時modified Rankin scaleは0-2が12
例（67％）であった。【考案】後方循環の血栓回収療法の課題として、術前の適応
判断、アクセスルートの選択、病型の判断、stent retrieverの使いどころ、親カテー
テルへ回収時の工夫、術中術後出血症例の軽減等があげられる。当院は、血栓回収
にcontact aspirationを上手く適応する様いくつか工夫している。そういった側面か
らも比較的良好な成績が得られていると思われた。【結語】後方循環の急性期脳梗
塞症例に対する血栓回収療法は、的確に状況判断し、deviceの特性を上手く活用す
れば、悪化をもたらす要因が少なく、積極的に行いうる治療と考えられた。
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DP-3-13
頸部血管病変による脳梗塞に対する脳血栓回収術症例の検討
古森　元浩（こもり もとひろ）1、上床　武史（うわとこ たけし）1、
溝上　泰一朗（みぞかみ たいちろう）2、松本　健一（まつもと けんいち）2、
東　英司（ひがし えいじ）1、井戸　啓介（いど けいすけ）2、
横溝　明史（よこみぞ あきふみ）2、乙木　祐介（おとき ゆうすけ）2、
星野　有紀（ほしの ゆき）3、高島　洋（たかしま ひろし）3、杉森　宏（すぎもり ひろし）1

1佐賀県医療センター好生館脳血管内科、2佐賀県医療センター好生館脳神経外科、
3佐賀県医療センター好生館脳神経内科

【目的】頭蓋外頸部血管病変による脳梗塞に対する脳血栓回収術症例の治療背景や
転帰は未だ十分には検討されていないため，当館で経験した症例を報告する．【方
法】2014年4月から2020年4月までに当館で施行された脳梗塞に対する脳血栓回収術
256例のうち頭蓋外頸部血管病変が原因であった10例(3.9%)について検討した．【結
果】10例のうち，男性8名，年齢は44-88歳（中央値71）であった．頭蓋外頸部血管
狭窄の原因は起始部動脈硬化性狭窄（ICS）が6例，起始部慢性閉塞(CTO)が2例，
cervical portionの解離（ICD）によるものが2例であった．ICSの6例全例において
初回撮影で起始部閉塞の状態であった。また,その内5例はIC top~M2閉塞のtandem 
lesionを伴っていた．何らかの処置を加えて頸部病変のガイディング通過が可能で
あった3例は逆行性に，困難であった2例は順行性に血行再建を施行した． 起始部偽
閉塞のみであった1例は狭窄部の血栓吸引後にCASのみを施行した．TICI2b以上の
再開通は4例(66%)に見られ，再開通不良の2例はいずれもtandem症例であった．退
院時予後はmRS 中央値4(2-4)，3ヶ月後のmRSは中央値2(0-4)であったが，退院時
mRS4の3症例はいずれもtandem症例であった．治療順序による再開通率や予後に
大きな違いはなかった．CTOの2症例は血行再建を行うことが困難で、3ヶ月後mRS
は共に6と転帰不良であった．ICDの2症例は解離部の閉塞に対してCASを施行し共
にTICI 3の再開通を得ることができ，3ヶ月後mRSは0または1と良好な転帰を得た．

【結語】頭蓋外頸部血管病変に対する脳血栓回収術は，tandem lesion例の頭蓋内再
開通不成功例およびCTO症例において予後不良な結果であった．
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DP-3-12
急性血行再建術で治療された維持透析を受けている脳卒中例の特徴～
第二報～
毛受　奏子（めんじょう かなこ）1、今井　啓輔（いまい けいすけ）1、
徳田　直輝（とくだ なおき）1、山本　敦史（やまもと あつし）1、
猪奥　徹也（いおく てつや）1、崔　聡（さい とし）1、長　正訓（ちょう まさのり）1、
濱中　正嗣（はまなか まさし）2、山崎　英一（やまざき ひでかず）3、
傅　和眞（つとう かずま）4、上田　凌大（うえだ りょうた）5、
中ノ内　恒如（なかのうち つねゆき）6

1京都第一赤十字病院�脳神経脳卒中科、2京都第二赤十字病院�脳神経内科、
3横浜新都市脳神経外科病院�脳神経内科・脳血管内科、4西湘病院�脳神経外科、
5京都府立医科大学附属北部医療センター�神経内科、
6京都第一赤十字病院�腎臓内科・腎不全科

【目的】急性血行再建術(ENER)で治療された維持透析（HD）を受けている脳卒中
例の特徴を明らかにする．【方法】2014年4月から2020年3月までに当施設にてENER
で治療された連続例を対象．対象をHD例(HD群)と非HD例(nHD群)に分類し，背
景因子と治療内容，手術成績を比較した．【結果】対象は370例で，HD群13例，nHD
群357例であった．HD/nHD群において，年齢中央値77/73歳，男性5(38%)/194(54%)
例，術前NIHSS中央値20/19，臨床病型（心原性-アテローム血栓性-動脈解離-その
他）10(77%)-1(8%)-0-2(15%)例/232(65%)-50(14%)-18(5%)-57(16%)例，発症-搬入時間
(O2D)中央値137/172分，搬入-穿刺時間(D2P)中央値59/46分，穿刺-ガイドカテーテ
ル留置時間(P2GC)中央値17.5/11分であり，HD群にてD2PとP2GCが長かった．
IVtPA先行例は2(15%)/94(26%)例，血栓回収術11(85%)/295(83%)例，脳血管形成術
1(8%)/41(11%)例，頸動脈ステント術0/14(4%)例であり，2群間で差はなかった．完
全再開通(TICI≧2b)12(92%)/323(90%)例，穿刺-再開通時間(P2R)中央値45/39分，術
後出血性合併症 6(46%)/106(30%)例，うち症候性頭蓋内出血(sICH)2(15%)/17(5%)
例，予後良好(3か月後mRS:0-2)2(15%)/152(43%)例，死亡(3か月以内)3(23%)/36(10%)
例であり，HD群にてsICHが多く，予後良好例が少なく，死亡例が多かった．【結
語】ENERで治療されたHD群では，nHD群と比較し，再開通例数や手術時間に差
はなかったが，sICH例が多く，予後良好例が少なく，死亡例が多かった．ENERで
治療されたHD例は手技と無関係な要因で予後不良となっている．

10160

DP-3-11
高齢者に対しての血栓回収療法の当院での治療成績
三橋　立（みつはし たかし）1、大石　英則（おおいし ひでのり）2、
工藤　健太郎（くどう けんたろう）1、徳川　城治（とくがわ じょうじ）1、
菱井　誠人（ひしい まこと）1

1順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科、
2順天堂大学医学部脳神経外科・脳神経血管内治療学講座

＜はじめに＞我が国では人生百年時代と謳われるようになり、男女ともに平均余命
は80歳を超えるようになってきているが、その一方で加齢とともに心房細動の有病
率は上昇している。当院では2014年12月から急性期脳梗塞に対する血栓回収療法を
行ってきているが、今回は80歳超のOctogenarianを高齢者と定義し、当院での治療
成績を報告する＜対象＞2017年12月から2020年6月までの期間で、当院において血
栓回収療法を行った院内発症例を除いた96例の中で、80歳以上の男性26例、女性19
例の44例（中央値85歳）を対象とした。＜結果＞来院時NIHSS 22pts（中央値）で
あり、CT ASPECTSは9pts（中央値）DWI-ASPECTS 7.5 pts（中央値）。TICI 
Grade2bおよび3は32例、TICI2b以上は71.1%。発症から再開通までは235分（中央
値）手技所要時間は51分（中央値）であった。90日後のmRS4（中央値）であり、
m RS0-2は15例であった。＜考察＞高齢者に対する血栓回収療法の治療成績につい
ては、再開通率については若年者と変わらないものの、その予後は若年者と比して
良好ではない報告が散見されている。今回の我々の症例でも同様であるが、その背
景などについても文献的考察を加えて報告する。
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DP-4-5
急性血行再建術で治療された椎骨脳底動脈閉塞例の臨床的特徴
渡辺　啓也（わたなべ けいや）1、今井　啓輔（いまい けいすけ）1、
徳田　直輝（とくだ なおき）1、山本　敦史（やまもと あつし）1、
猪奥　徹也（いおく てつや）1、崔　聡（さい とし）1、毛受　奏子（めんじょう かなこ）1、
長　正訓（ちょう まさのり）1、濱中　正嗣（はまなか まさし）2、
山崎　英一（やまざき ひでかず）3、傳　和眞（つとう かずま）4、
上田　凌大（うえだ りょうた）5

1京都第一赤十字病院急性期脳卒中センター脳神経・脳卒中科、
2京都第二赤十字病院脳神経内科、
3横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科・脳血管内科、4西湘病院脳神経外科、
5京都府立医科大学附属北部医療センター神経内科

【目的】緊急脳血管内血行再建術(ENER)で治療された椎骨脳底動脈閉塞例(VBAO)
の臨床的特徴を明らかにする. 【方法】2014年4月から2020年3月までにENERで治療
された連続370例中, VBAOを対象. 背景因子と手技内容, 手術成績を検討した. 【結
果】対象は21例. 背景因子としては男性13例, 年齢 (中央値) 79歳, 術前mRS0-1:14例, 
NIHSS (中央値) 23点, 臨床病型(心原性/動脈硬化性/動脈解離/Trousseau症候群
/塞栓源不明)11/5/2/2/1例, 閉塞部位(椎骨動脈(V4)/脳底動脈近位部/中央部/先
端 部 )1/3/4/13例 , PC-ASPECTS(CT; 中 央 値 )8点 , PC-ASPECTS(MRI-DWI; 中 央
値)6.5点, 発症-搬入時間(中央値)290分, 搬入-穿刺時間(D2P;中央値)77分, rtPA静
注先行4例であった. 手技内容としては実施手技(血管除去術/血管形成術/両手技併
用)16/4/1例 , 血栓除去術の複数回pass 8例であった. 手術成績としては再開通
(mTICI2b-3)21例, 穿刺-再開通時間(中央値)31分，症候性頭蓋内出血0例, 予後良好
(3ヶ月後mRS0-2)7例(33%), 死亡(3ヶ月以内)2例(10%)であった. 【結論】ENERで治
療されたVBAO例では，NIHSS中央値が23点と高値であり，動脈硬化/動脈解離が
約3割，先端部閉塞が半数以上を占め，D2P中央値が60分を越え，血管拡張術が24%
で用いられ, 再開通が全例で得られていたが，予後良好例は33％に留まり，死亡例
も10％でみられていた．VBAO例のENERでは多様な機序と閉塞部位に対して高い
再開通率を達成していたが，予後改善効果は十分とはいえなかった．

10514

DP-4-4
急性脳底動脈閉塞症に対する経皮的血栓回収術の検討
勅使川原　明彦（てしがわら あきひこ）1、府賀　道康（ふが みちやす）1、
舘　林太郎（たち りんたろう）1、梶原　一輝（かじわら いっき）2、
作田　健一（さくた けんいち）3、長谷川　譲（はせがわ ゆずる）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）4

1東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科、
2国立国際医療研究センター国府台病院脳神経外科、
3東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経内科、4東京慈恵会医科大学附属病院

【背景・目的】急性脳底動脈閉塞症(BAO)に対する血管内治療の有効性は確立され
ていない. 保存加療では生命予後, 機能予後ともに極めて不良なBAOに対する当院
での治療を検討した.

【対象方法】2019年6月から2020年2月までの間, 発症より6時間以内のBAOに対して
経皮的血栓回収術を施行した, 連続7例の治療後の転帰を評価した. 

【結果】平均年齢は71.9歳(51-84歳)で, 男性4例, 女性3例であった. 入院時NIHSS中
央値 31(8-37; 2例が未実施)であり, 気管内挿管を3例で施行した. pc-ASPECT 中央
値6(4-10), BATMAN score中央値 6(3-9), PC-PS 中央値 6(3-9)であった. 3例でrt-PA
静注療法を施行した. 全例でステントリーバーを使用し, 4例で血栓吸引カテーテル
を併用した. 全例TICI 2b以上の再開通を得た. 発症から鼠径穿刺, 発症から再開通
までの平均時間はそれぞれ, 148分(98分-188分), 207分(138分-308分)であった. 3ヶ月
後mRS 0-2の転帰良好群は3例(43%)であった. 症候性頭蓋内出血は0例(0%)で, 死亡
例が1例(14%)存在した.

【考察・結論】当院での転帰良好, 不良例の割合は従来報告されているものと同等で
あった. BAOに対する経皮的血栓回収術は有効となり得る可能性がある.

10351

DP-4-3
脳底動脈閉塞に対する血栓回収療法の治療成績
櫻井　卓（さくらい すぐる）1、荻野　達也（おぎの たつや）1、
立田　泰之（たつた やすゆき）1、進藤　孝一郎（しんどう こういちろう）1、
遠藤　英樹（えんどう ひでき）2、上山　憲司（かみやま けんじ）1、
大里　俊明（おおさと としあき）1、中村　博彦（なかむら ひろひこ）1

1中村記念病院、2中村記念南病院

＜はじめに＞前方循環系の主幹動脈(ICA/MCA近位部)閉塞による急性脳梗塞に対
する血栓回収療法の有効性は確立されている。しかし、脳底動脈の閉塞による脳梗
塞に対する血栓回収療法については、十分な科学的根拠は示されておらず、症例ご
とに適応を慎重に検討するとされている。今回、当院における脳底動脈閉塞に対す
る血栓回収療法の成績を検討し、文献的考察を加えて報告する。＜対象と方法＞
2016年1月から2019年3月に当施設にて脳底動脈閉塞に対し血栓回収療法を試行した
17例を対象とした。治療適応は発症6時間以内でClinical-DWI mismatchがある症例
とし、吸引デバイスを第一選択とした。後方視的に検討し有効性と安全性について
検討した。また、予後良好群と予後不良群での成績を比較し、予後良好因子につい
て検討した。＜結果＞症例は18例で、年齢中央値は75歳で、術前のNIHSS中央値は
20,pc-ASPECTS中央値は8だった。TICI2b以上の有効再開通は16例(94%)で、90日
後mRS0-2の予後良好群は8例(47%)であり、症候性頭蓋内出血は認めなかった。発
症時のNIHSSが低く、pc-ASPECTSが高い症例で良好な予後が得られていた。＜
結語＞脳底動脈閉塞に対する吸引デバイスを用いた血栓回収療法は、合併症を増加
することなく高い再開通率が得られていた。有効性・安全性共に高く治療を行うこ
とが示唆された。発症時のNIHSSが低く、pc-ASPECTSが高い症例では良好な予
後が期待できると考えられた。

10192

DP-4-2
後大脳動脈急性閉塞に対し経皮的血栓回収術を行った3例
市村　佐衣子（いちむら さえこ）1、金井　隆一（かない りゅういち）1、
篠田　純（しのだ じゅん）1

1永寿総合病院脳神経外科

【背景】内頚動脈、中大脳動脈(M1-2)急性閉塞は日常的に遭遇する疾患の一つであ
り経皮的血栓回収術に対するエビデンスが確立されているが、後大脳動脈の急性閉
塞においては血栓回収術に対するエビデンスが未だ確立されていない。我々は後大
脳動脈急性閉塞4例を経験し3例に対し血栓回収術を行ったのでここに報告する。【症
例】症例1．意識障害及び右不全片麻痺にて発症した脳梗塞の61歳男性。MRAにて
脳底動脈狭窄、左後大脳動脈(P1-P2)の閉塞を認めt-PA投与後にPenumbra 3maxに
て血栓回収術施行。閉塞部は再開通したが左P3一枝の閉塞を認めTICI grade 2Bと
評価した。症例2．左上1/4盲、左半側空間無視にて発症した右後頭葉梗塞の81歳女
性。MRAにて右後大脳動脈(P3)の閉塞を認め、t-PA投与後にPenumbra 3maxに
て血栓回収術施行。閉塞部は再開通しTICI grade 3と評価した。症例3．構音障害、
左不全片麻痺で発症した脳幹梗塞の62歳男性。MRAにて脳底動脈閉塞を認めたが
脳血管撮影にて脳底動脈は自然に再開通しており、右後大脳動脈(P2)の閉塞を認め
Penumbra 3maxにて血栓回収術施行。閉塞部は再開通しTICI grade 3と評価した。
症例4．構音障害、左口角下垂で発症した右後頭葉梗塞の83歳女性。MRAにて右後
大脳動脈(P3)閉塞を認めたが、脳血管撮影にてP3は自然に再開通しておりカテーテ
ル治療適応外と判断した。【結語】血栓回収術が有効であった後大脳動脈急性閉塞
の3例を経験した。後大脳動脈閉塞の血栓回収の際に留意すべき点などにつき文献
的考察を加えここに報告する。
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DP-4-9
MCA M2/M3急性閉塞に対するCombined Techniqueを用いた血
栓回収療法の有用性
春山　裕典（はるやま ひろのり）1、山口　慎也（やまぐち しんや）1、
新田　朋彦（にった ともひこ）2、大崎　正登（おおさき まさと）2、
佐山　徹郎（さやま てつろう）1、荒川　修治（あらかわ しゅうじ）2

1製鉄記念八幡病院脳神経外科、2製鉄記念八幡病院脳神経内科

【背景】近年、頭蓋内主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法(MT)では1Pass mTICI3
を目指して様々な手技が提唱されており、IC, M1閉塞に対しては血栓吸引型デバイ
スおよびステントレトリーバー(SR)を用いたCombined Technique(CTx)が盛んに
行われるようになってきている。当院ではM2閉塞に対してPenumbra system 
4MAX, Trevo XP ProVue 3x20mmを用いたCTxでの回収を行っている。今回、当
院でM2およびM3閉塞に対してCTxでMTを施行した症例について検討した。【対
象】2019年1月から2020年5月までにMTを施行した連続33例のうち、CTxで施行し
たM2/M3閉塞症例9例【結果】患者は平均年齢83.7歳、発症前mRS中央値1[0-3]、
NIHSS中央値12[5-17]、心原性6例、ATBI 1例、大動脈原性1例、ESUS 1例。M2閉
塞7例、M3閉塞2例、いずれもPenumbra 4MAXおよびTrevo 3x20mmを用いてMT
施行したが、M2に対してはCAPTIVE techniqueで、M3に対してはASAP technique
で行った。mTICI2b以上の有効再開通率は88.9%(8/9例)、PASS回数中央値1[1-3]、
平均手技時間(P2R)76.4分 [40-133]であった。退院時mRS0-2の予後良好は4/9例
(44.4%)、またそれにΔmRS(退院時 - 発症前ｍRS)0を加えると7/9例(77.8%)で良好
な結果であった。合併症として症候性頭蓋内出血は1例(術後1ヶ月での脳出血)のみ
に見られた。【考察】近年の遠位部脳主幹動脈閉塞に対してのMTの検討では、SR
とADAPTそれぞれ同等の効果が認められているが、有効再開通率は55-65%程度に
留まっており単一デバイスでの限界が示唆されている。それと比べると今回の自験
例では良好な再開通率が得られた。IC,M1閉塞に対する治療と同様にCombined 
TechniqueはM2閉塞に対しても有用と考えられた。

10923

DP-4-8
急性期血行再建術が奏功したVA-BA tandem occlusionの１例
鎌田　一晃（かまた かずあき）1、村上　守（むらかみ まもる）1、
濱中　正嗣（はまなか まさし）2、永金　義成（ながかね よしなり）2、
岸田　健吾（きしだ けんご）1、村上　陳訓（むらかみ のぶくに）1

1京都第二赤十字病院脳神経外科、2京都第二赤十字病院脳神経内科

【はじめに】右椎骨動脈閉塞と脳底動脈先端部の急性閉塞病変に対して経皮的脳血
管形成術と脳血栓回収術を施行した１例を経験したため報告する.【症例】69歳男性
で心房細動の既往があり, １ヶ月前からの視野異常で来院した. 来院時は意識清明で
左同名半盲, 構音障害と両上肢運動失調をみとめNIHSSは5点であった. 頭部MRIで
両側小脳半球と両側後頭葉に脳梗塞巣をみとめ, 亜急性期の脳梗塞としてヘパリン
による加療を開始した. 第3病日に突然の意識障害 (JCS 200)をきたし頭部MRAを
再検したところ右椎骨動脈閉塞と脳底動脈先端部閉塞をみとめ急性期血行再建術を
行った. 右椎骨動脈起始部に閉塞をみとめ左椎骨動脈は低形成であった. 右椎骨動脈
起始部にPercutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) 施行後, 右椎骨動脈から
脳底動脈先端部閉塞に対してcontact aspirationを行い完全再開通が得られた. 右椎
骨動脈起始部の残存狭窄は軽度であったためステントは留置せず手術を終了した. 
術後意識障害は改善するも左海馬梗塞による認知機能障害が残存した. 第12病日に
右椎骨動脈起始部の残存狭窄に対してPTA施行後, PALMATZ Genesis 5mm×
18mmを留置した. 認知機能障害, 左同名半盲, 構音障害と歩行障害が残存し, 第34
病日にmRS：4で回復期リハビリテーション病院へ転院となった.【結語】後方循環
のtandem lesionsは対側椎骨動脈からのアプローチなど複数の治療選択肢があり, 
適切な治療方法を検討していくことが重要である.

10770

DP-4-7
当院での急性脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法の治療成績
佐々木　貴浩（ささき たかひろ）1、中井　康雄（なかい やすお）1、
石井　政道（いしい まさみち）1、川口　匠（かわぐち たくみ）1、八子　理恵（やこ りえ）1、
中尾　直之（なかお なおゆき）1

1和歌山県立医科大学脳神経外科

【目的】近年の前方循環主幹動脈閉塞症に対する血栓回収療法の発展と比較して、後
方循環主幹動脈閉塞症に対する血栓回収療法のエビデンスはまだ少ない。今回、当
院での急性脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法の治療成績について検討した。

【方法】2015年１月から2019年12月に当院で施行した急性脳底動脈閉塞症に対し血
栓回収療法を行った16例を対象とした。

【結果】男性9例、女性7例で平均年齢は75(58-90)歳であった。来院時のNIHSSは平
均15(5-37)、pc-ASPECTSは平均7.5(5-8)であった。塞栓原因は心原性11例、動脈硬
化性4例、その他１例であった。治療内容はrt-PA投与が3例、ADAPTが8例、stent 
retriever使用が５例、ADAPT＋PTAが3例であった。Onset to recanalization及
びpuncture to recanalization timeはそれぞれ平均304分(179-860分)、48分(21-260分)
であり、再開通率はTICI2aが１例、TICI2bが7例、TICI3が8例であった。退院時
mRSは1-2が4例、3-5が8例、6が4例であり、mRS良好群(1-2)と不良群(3-6)で比較す
ると、予後良好群で術前NIHSSが有意に低かった (p値=0.02)。

【結語】脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法において術前NIHSSは予後と関連し
ていた。脳底動脈閉塞症には軽症から重症まで様々な状態の患者が含まれており、
NIHSSの低い症例では血栓回収によって良好な予後が期待できるが、重症例では予
後が不良になる場合も多く、治療適応について慎重な検討が必要である。
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DP-4-6
急性脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法の予後決定因子
新保　淳輔（しんぼ じゅんすけ）1、坂田　佑輔（さかた ゆうすけ）1,2、
渡邉　緑（わたなべ みどり）1,2、岩淵　洋平（いわふち ようへい）1,2、
磯貝　将（いそがい まさる）1,3、渋間　啓（しぶま さとし）1,3、
中村　公彦（なかむら きみひこ）1,3、渡部　正俊（わたなべ まさとし）1,3、
森田　健一（もりた けんいち）1

1新潟市民病院脳卒中科、2新潟市民病院脳神経内科、3新潟市民病院脳神経外科

【目的】急性脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法の予後規定因子を検討する。【方
法】2014年10月から2020年4月までに当院で血栓回収療法を行った急性脳底動脈閉
塞症を後方視的に検討した。治療3ヶ月後の転帰良好mRS 0-2、転帰不良mRS 3-6で
2群に分け、年齢、術前NIHSSスコア、術前画像所見(pc-ASPECTS、BATMANス
コア、後大脳動脈描出の有無)、発症から再開通までの時間(TTR)、有効再開通率
(TICI2b+3)、症候性頭蓋内出血(sICH)を比較した。【結果】転帰良好10例、転帰不
良9例だった。それぞれ年齢72歳vs78歳(p=0.24)、NIHSSスコア 9 vs 34 (p=0.002)、
pc-ASPECTS 10 vs 6 (p=0.003)、BATMANスコア7 vs 5 (p=0.07)、後大脳動脈描出
有り100% vs 44% (p=0.01)、 TTR 418分vs 335分 (p=0.45)、TICI2b+3 100% vs 78% 
(p=0.21)、sICHはなかった。NIHSSスコア(r=0.63, p=0.003)とpc-ASPECTS(r=-0.61, 
p=0.006)は３ヶ月後のmRSとの有意な相関を認めたが、TTR(r=-0.13, p=0.59)とは
相関がなかった。【結論】転帰に関わらず再開通率は高く、出血性合併症はなかっ
た。治療前NIHSSスコアとpc-ASPECTSが3ヶ月後の転帰良好と関連した。【考察】
急性脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法では、時間や技術的な要因より、脳幹病
変の広がりや視床穿通枝領域の残存血流が、より転帰に寄与する可能性が示唆され
た。
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DP-5-1
再開通困難な急性脳主幹動脈閉塞に対するdouble stent retriever 
(SR) technique
今堀　太一郎（いまほり たいちろう）1、溝部　敬（みぞべ たかし）1、
東野　真志（ひがしの まさし）1、三浦　伸一（みうら しんいち）1、
相原　英夫（あいはら ひでお）1、甲村　英二（こうむら えいじ）2

1兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科、
2公立学校共済組合近畿中央病院脳神経外科

【目的】急性脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収術は、ステント型血栓回収機器（SR）
と吸引型のそれぞれ単独、または組み合わせの手技を行うことが標準的であるが、
時に複数回の手技でも再開通困難な閉塞病変を経験する。そのような場合に、2本
のSRを同一部位に同時に用いるdouble SR techniqueが有効な可能性がある。【方
法】従来の標準的手技で再開通困難であった閉塞病変に対してdouble SR technique
で再開通を得た2例を報告し、血管撮影所見を評価することでこの手技がどのよう
にデバイス血栓相互関係を向上させるかを検討した。【結果】SRと吸引型のそれぞ
れ単独、組み合わせの手技の全てを用いても再開通困難であった急性内頚動脈閉塞
2例に対して、1例はstent-in-stentで、もう1例はparallel stent methodで、double 
SR techniqueを行い、2例とも硬い血栓が回収されて再開通を得た。ステント展開
時血管撮影所見では、ステント拡張率（正常部径に対する閉塞部での最小径比率）
は、1本のSR展開時より、2本のSR展開時で増加しており、2本のSRの合計でSR
の血栓に対する接触面積が増加することを示した。また、2本目のSRを追加後に1
本目のSRはさらに拡張しており、2本目のSRで血栓をより変形させることで、当
初は血管壁に全周性に密着していた血栓を血管壁からさらに分離させるという効果
を示すと考えられた。【結論】今回の検討から、2本目のSRを追加することで、血
栓をさらに血管壁から分離しながらSRの接触面積が増加してデバイス血栓相互関
係が強まり、血栓把持力向上に寄与することが示唆された。手技的に実行容易であ
るdouble SR techniqueは、再開通困難な閉塞に対しての有用な選択肢となると考
える。
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DP-4-12
当院におけるM2閉塞に対する急性期血行再建術の治療成績
中井　康雄（なかい やすお）1、佐々木　貴浩（ささき たかひろ）1、
石井　政道（いしい まさみち）1、川口　匠（かわぐち たくみ）1、八子　理恵（やこ りえ）1、
中尾　直之（なかお なおゆき）1

1和歌山県立医科大学脳神経外科

【目的】当院で施行された頭蓋内主幹動脈急性閉塞に対する急性期血行再建術のう
ち、中大脳動脈M2領域の急性閉塞例の治療成績を報告する。搬送時のNIHSS・術
前病型診断・初回使用デバイス・追加使用デバイス・再開通の有無と程度・穿刺か
ら再開通までの所要時間・出血性合併症の有無・退院時modified Rankin Scale(mRS)
などを集計した。【方法】2015年1月から2019年12月までの当施設で行った頭蓋内主
幹動脈閉塞症139例に対する急性期血行再建術のうち、中大脳動脈M2領域の急性閉
塞と診断した11例を対象とした。【結果】対象患者の平均年齢71.2歳（56-84歳）、性
別は男性9例女性4例、搬送時平均NIHSS17.2（8-30）であった。心原性脳塞栓症は
10 例（91%）、動脈硬化性病変は1例（9%）、tPA施行例は6例（55%）であった。初
回デバイスはステントリトリーバー9例（82%）、吸引2例（18%）であった。吸引2
例はともにステントリトリーバーを追加使用した。TICI2b以上の再開通率は8例

（73%）、1passは5例（45%）であった。穿刺から再開通までの平均時間は56分（31-
73分）であった。出血性合併症はM2閉塞で3例（27%）、M1閉塞症例で17例（28%）
であった。退院時mRS 0-2は4例（36%）であった。mRS 0-2群とmRS 3-6群では、
年齢、穿刺再開通時間、来院時NIHSS、再開通率に有意差は認めなった。【結論】
当院でのM2閉塞患者に対する急性期血行再建は、M1閉塞と比べて出血性合併症の
割合は同程度であり、症候性合併症は認めなった。良好な転帰が得られる症例は比
較的少なく、慎重な症例の選択が必要である。
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DP-4-11
急性期中大脳動脈M2閉塞症に対する治療成績
星野　岳郎（ほしの たかお）1、佐藤　慎祐（さとう しんすけ）1、
浅野　真莉子（あさの まりこ）1、久司　一貴（くし かずき）1、
山畑　勇人（やまはた はやと）1、望月　達城（もちづき たつき）1、
島　彰吾（しま しょうご）1、劉　美憬（りゅう びけい）1、
桑本　健太郎（くわもと けんたろう）1、井上　龍也（いのうえ たつや）1、
岡田　芳和（おかだ よしかず）1、新見　康成（にいみ やすなり）1

1聖路加国際病院神経血管内治療科

【背景】中大脳動脈M2部の急性閉塞症例において、ステントリトリーバー (S)やス
テントリトリーバーと吸引カテーテルの併用 (combined technique: C)による血栓回
収療法の有用性は確立していない。【方法】2015年1月から2020年5月に当科で血栓
回収療法を施行した急性主幹動脈閉塞患者連続102例のうち、術前の3D-CTAまた
はMRAで中大脳動脈M2部閉塞をみとめた22例を対象とした。血栓回収に用いた
procedure別に臨床的・放射線学的特徴を後方視的に比較した。神経機能予後は、
発症1ヶ月後のmodified Rankin Scale (mRS) scoreで評価した。【結果】全22例の平
均 (SD)年齢は75.0 (13.7)歳、男性12例 (54.5%)、術前NIHSS scoreの中央値 (IQR)は
16 (10-23)、CT-ASPECT scoreの中央値 (IQR)は8 (6-10)であった。Door to picture 
time、door to puncture time、door to reperfusion timeの中央値 (IQR)はそれぞれ
15 (10-19)分、72 (51-100)分、122 (95-185)分だった。血栓回収のprocedureは、S単
独 1 pass 4例、2 pass以上 5例、Cへ移行 2例、Cのみ 3例、PTA 1例、Urokinase 
1例、自然再開通 6例 (うち4例はIV tPA施行)であった。TICI 2b以上の再開通はS
群 9/9例 (100%)、C群 4/5例 (80.0%)、症候性頭蓋内出血はS群 3/9例 (33.3%)、C群 
1/5例 (20.0%)であった。発症1ヶ月後のmRS score 0-2の患者の割合は10/22例 
(45.5%)だった。【考察・結語】再開通に関連する因子は、血栓による閉塞長やM1/2
分岐部からM2-M3までの血管走行などが予想されるが、様々なデバイスを使用する
ことで評価が困難であった。出血性合併症はS群よりもC群の方が少ない傾向であっ
た。
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DP-4-10
中大脳動脈M2閉塞に対する血栓回収療法の治療成績
岡　直樹（おか なおき）1、松田　章秀（まつだ あきひで）1、
板津　隆晃（いたづ たかあき）1、加納　清充（かのう きよみつ）1、
石澤　錠二（こくざわ じょうじ）1、郭　泰彦（かく やすひこ）1

1朝日大学病院脳神経外科

【目的】中大脳動脈M2 閉塞に対して行った血栓回収療法の治療成績について検討
した。【対象と方法】2015年1月から2020年6月までの間に、中大脳動脈M2閉塞に対
して血栓回収療法を行った11例を対象とした。【結果】男性6例、女性5例で、年齢
は68～91才(平均80.3才)であった。6例で心房細動を認め、うち3例は抗凝固剤内服
中であった。NIHSSは3～40(平均16.1)、ASPECTS-DWは4～9(平均7.6)であった。
10例は塞栓性閉塞で、１例はアテローム血栓性閉塞であった。9例でt-PA静注療法
を先行した。回収方法はADAPT 3例、simple SR 4例、combined (ASAP)4例で、再
開通率や治療時間に有意差はみられなかった。onset to door timeは平均95.8分、door 
to punctureは平均122.3分、puncture to recanalizationは平均45.3分であった。11例
中9例(81.8%)でTICI 2b以上の再開通が得られた。血栓回収後の頭蓋内出血はclass3
が5例にみられ、うち2例ではClass 1(HI1; 1例、PH1; 1例)を合併していたが、全例
無症候であった。退院時mRSは1～6(平均3.5)で、予後良好例は4例(36.4%)であった。
死亡は担癌患者と誤嚥性肺炎合併患者の2例(18.2%)であった。ASPECTS-DW、
TICI、door to puncture time、puncture to recanalization time、onset to 
recanalization timeのいずれも予後と有意な相関は認められなかったが、年齢(r=0.38)
および術前NIHSS(r=-0.35)は予後と弱い相関がみられた。【考察と結語】M2閉塞に
対する血栓回収療法によって概ね良好な再開通を得ることができた。年齢と術前
NIHSSが良好な予後と弱く相関したが、door to puncture timeやASPECT-DWは
相関を認めなかった。
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DP-5-5
左ACA分枝閉塞と右ICA起始部閉塞を同時併発した急性期血行再建
術の 1例　～Tron FX  2mm x15mmの有用性～
松浦　伸樹（まつうら のぶき）1、原口　浩一（はらぐち こういち）1、
羽入　紀朋（はにゅう のりあき）1、清水　匡一（しみず ただかず）1、
倉内　麗徳（くらうち よしのり）2、野呂　昇平（のろ しょうへい）1、
高橋　康弘（たかはし やすひろ）1、伊藤　丈雄（いとう たけお）1

1函館新都市病院脳神経外科、2函館新都市病院�神経内科

【はじめに】IVRによる脳梗塞急性期血行再建において、種々のdeviceが成熟進歩
してきた現在、各病変typeに適したdeviceを的確に選択することが、より迅速な
再開通を得るのみならず、合併症を避け、引いては治療成績を向上させる点で重要
である。また、しばしば高齢者では、IVR access routeに難渋するが、その際の対
処には総合力が試される。これらの点を痛感した当院経験症例について報告する。

【症例】77歳、男性。大動脈弁置換術（機械弁）とAfの既往あり。某日朝に右下肢
麻痺を発症。発症3.5時間で撮影開始したMRIでは、DWIで左ACA域に高信号散見
され、ASLでは左ACA域運動野と右MCA域～分水界域のrCBF低下が疑われた。
MRAでは、左ACA分枝（central artery）閉塞と、右ICA起始部閉塞が疑われ、血
行再建術適応とした。【結果】左ACA分枝閉塞、右ICA起始部閉塞の順でIVR施行
し、いずれも再開通を得た。左CCA起始部の蛇行屈曲強く、通常法で遠位へaccess
できず、工夫を要した。また、左ACA分枝閉塞IVRには、TronFX 2mm x 15mm
が非常に有用であった。一方、右ICA起始部閉塞は、病変通過に難渋し、高度狭窄
があった状況下で閉塞したと推測された（proximal protection下に施行）。1ヶ月後
のmodified Rankin Scale 0を得た。【結論】細口径に適した血栓回収デバイス
TronFX 2mm x 15mm（推奨血管径1.5～2mm）が登場した現在、超急性期脳梗塞
の末梢分枝閉塞において、eloquent areaへの責任血管である場合は、血行再建術を
試みる価値があると考える。両側同時閉塞の症例では、治療の手順やIVRにかける
時間配分等も、治療成功の鍵となる可能性が高い。
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DP-5-4
小径血管閉塞に対する血栓回収療法の経験
北澤　圭子（きたざわ けいこ）1、伊藤　靖（いとう やすし）1、
大原　浩司（おおはら こうじ）1、小山　京（こやま みやこ）1

1信楽園病院脳神経外科

【目的】小径血管閉塞に対する血栓回収療法の安全性、有効性は確立していない。　
2019年4月、2mm径のステントサイズを有するTron Fxが保険適応となった。これ
を使用した小径血管閉塞に対する血栓回収療法8例の治療経験を報告する。【方法】
2019年7月から2020年6月に当院で2mm径のTron Fxを使用した血栓回収療法を受
けた8例を対象とし、再開通や合併症を検討した。【結果】8例は平均年齢80.7歳、男
性6人であった。閉塞部位は中大脳動脈M2が5例、M4が1例、前大脳動脈A2が1例、
A3が1例であった。8例中1例は破裂脳動脈瘤コイル塞栓術中に生じたM2閉塞であっ
た。M4や A3を含む全例で Tron の送達、展開は問題なく行えた。再開通は
Thrombolysis in Cerebral Infarction(TICI)3が6例、2bが1例、0がM4閉塞の1例だっ
た。症候性頭蓋内出血は生じず、術中発症の血管閉塞を除く7例中、6例で症状は改
善した。7例中、M2閉塞の2例でTron Fx 2mmx15mmでは血栓が捕捉されず、Trevo 
3mmx20mmで血栓を回収できた。Tron Fx 2mmx15mmでは血栓の長さに対して
ステント長が不足していた可能性があった。【結語】Tron Fx 2mmx15mmはステ
ント長が短いという問題はあるが、安全に血栓回収を行うことができた。Tron Fx 
2mmx15mmは小径血管閉塞に対する血栓回収療法に安全で有用である可能性があ
る。
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DP-5-3
当院におけるTron FXの使用経験
渡辺　正英（わたなべ まさひで）1、大友　優太（おおとも ゆうた）1、
川崎　泰輔（かわさき たいすけ）1、土屋　雄介（つちや ゆうすけ）1、
高寺　睦見（たかでら むつみ）1、三島　弘之（みしま ひろゆき）1、
綾部　純一（あやべ じゅんいち）1、田中　良英（たなか よしひで）1

1横須賀共済病院脳神経外科

2019年4月、stent retrieverの新製品、Tron FXが発売された。当院でも同年7月か
ら使用開始し、2020年4月までで21例に使用した。内訳は2.0*15mm 15例、4.0*20mm 
6例だった。
本製品の特筆すべき点は本邦で使用可能なステントリトリーバーの中で最小径の
2.0*15mmをラインナップしていることであり、細径および屈曲した血管にも比較
的安全に使用可能とされている。自験例でも以前は治療を見送っていたであろう病
変に対しても概ね安全・有効であった。代表的な症例を提示する。

【症例1】72歳女性。転移性脳腫瘍摘出術前精査のため脳血管撮影を施行した。この
際臥位での明らかな症状はなかったが、右椎骨動脈造影で左上小脳動脈閉塞を確認、
直近のMRAでは描出あり急性閉塞と考えられ、再開通を試みることとした。細径
で屈曲もあり、まずurokinase動注を行ったが開通せず、Tron FX 2.0*15mmを使
用し1 passで完全再開通、出血性合併症はなかった。

【症例2】88歳男性。右片麻痺を呈し倒れており救急要請された。NIHSS29、
ASPECTS6、hyperdense MCA signあり血栓溶解・回収の方針とした。まず造影
し、右内頸動脈起始部の偽閉塞を確認、頭蓋内は描出されなかった。plaque rupture
による急性閉塞と考えられ、緊急でCarotid WALLSTENT 8*29mm を用いCASを
施行、末梢の造影で右中大脳動脈閉塞を確認した。まずPenumbra 5MAX ACE68 
/ Trevo XP 4*30mmを用いCAPTIVEで回収、M1は再開通したが、inferior trunk
の分枝M3レベルで閉塞が残り、Tron FX 2.0*15mmで回収、さらに末梢の閉塞は残
るもののTICI2bで終了した。出血性合併症はなかった。
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DP-5-2
Double Stent-Retriever Techniqueが奏効した内頚動脈先端部に
おける難治な脳塞栓症の2例
大庭　秀雄（おおば ひでお）1、大林　直彦（おおばやし なおひこ）1、
矢原　快太（やはら かいた）1、並河　慎也（なびか しんや）1、
福田　弘毅（ふくだ ひろき）2、中岡　光生（なかおか みつお）1

1松江赤十字病院脳神経外科、2松江赤十字病院脳神経内科

前大脳動脈と中大脳動脈の起始部に跨がるような、内頚動脈先端部のT字状の血栓
は、経験的に回収しにくく、予後が悪い。今回我々は、通常のSingle Stent-Retriever 
Techniqueでは有効再開通を得ることが出来ず、A1とM1に対して同時に2つStent-
Retrieverを展開し、最終的にT字状の血栓を回収することの出来た、難治な脳塞
栓症を2例経験した。このDouble Stent-Retriever Technique（仮称）は無論、off-
labelの使用方法ではあるが、救済的な手術手技としての有用性に関して、報告す
る。【症例1】79歳女性。左頚部内頚動脈の高度狭窄に合併した、右内頚動脈の脳塞
栓症を契機に緊急搬送。DWI-ASPECT 3点。全脳虚血に近い病態が疑われる中、ご
家族様の積極的な救命希望に応じる形で、血栓回収を実施した。【症例2】69歳男性。
右内頚動脈の脳塞栓症を契機に緊急搬送。DWI-ASPECT 0点であったが、Onset to 
Door 49 minという条件を勘案し、血栓回収を実施した。【考察】T字状の血栓に対
して同時に2つのStent-Retrieverをしたという症例は、2015年以降に計24例報告さ
れている。文献上、再開通率は高く、合併症発生率も低く、bailout-techniqueとし
ての有用性が示唆されている。一方、このbailout-techniqueを要する可能性のある、
自験例の様な脳塞栓症は、terminus T occlusionという独立した疾患概念で報告も
されており、脳虚血コアがより迅速に完成してしまう可能性が指摘されている。自
験例の2例もDWI-ASPECTSは低く、このような症例に対する急性期血行再建を行
う事の有用性は未だ証明されていない。虚血コアの大きい症例に対する急性期血行
再建療法の有効性は、現在、ランダム化比較試験で検討がなされている。
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DP-6-2
Penumbra JET7 with XTRA Flexを利用した急性期脳梗塞に対す
る血栓回収療法の初期経験
トロック　コリン（とろっく こりん）1、キャロル　ジェーソン（きゃろる じぇーそん）1、
柳沢　毅（やなぎさわ たけし）3、ナスバウム　エリック（なすばうむ えりっく）2

1ミッドウェストラジオロジー脳神経血管内治療科、2ユナイテッド病院、
3マサチューセッツ総合病院

目的：血管の高度の蛇行や狭窄などの解剖学的に複雑な構造は、脳神経血管へのア
クセスにおいて難度を高める。最新の大口径再灌流カテーテルJET7 with XTRA 
Flexを利用した吸引式血栓除去術の初期経験を解剖学的分析と共に発表する。方
法：米国内４施設においてPenumbra JET7 with XTRA Flex再灌流カテーテル（内
径0.072インチ)を利用して吸引式血栓除去術を受けた患者の後向きコホート研究を
行った。成績：31人（平均年齢73歳、女性41.9％）が基準を満たした。術前NIHSS
の中央値は16（IQR 10-19、n=29）、術前ASPECTSスコアの中央値は9（IQR 8-10、
n=28）であった。閉塞部位は、ICA（16.1％）、MCA（61.3％）、ICAおよびMCA

（12.9％）、脳底動脈（9.7％）であった。血管解剖的に困難な所見は、脳神経血管
（59.3％、16/27）や内頚動脈頸部（30.0％、9/30）の高・中度の蛇行、内頚動脈サ
イホンの狭窄症（35.7％、10/28）、タイプ2-3の蛇行が見られた。再開率 （TICI 2b-3）
は90.3％（28/31）であった。合併症はそれぞれ、他領域の塞栓症が6.5％（2/31）、
症候性頭蓋内出血が10％（3/30）、血管解離・穿孔などの血管損傷が0%であった。
退院時の死亡率は13.3％（4/30）であった。 3か月後の経過観察では、良好転帰率

（mRS 0-2）は54.6％（12/22）であった。 結論： JET7 with XTRA Flexを利用し
た急性期脳梗塞に対する血栓回収療法において、解剖学的に難度の高い症例でも、
安全および有効であることが観察された。
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DP-6-1
snake techniqueで素早く誘導する5Fr-SOFIAFLOW の有用性
三宅　浩介（みやけ こうすけ）1、村尾　健一（むらお けんいち）2、
三輪　博志（みわ ひろし）2、米田　隆（よねだ たかし）3、
竹内　孝治（たけうち たかはる）3、安田　宗一郎（やすだ そういちろう）3、
島野　裕史（しまの ひろし）3、近藤　明悳（こんどう あきのり）3、
中村　敬（なかむら たかし）4

1城山病院脳神経内科、2城山病院脳血管内治療科、3城山病院脳神経外科、
4大阪府済生会中津病院脳神経内科

【はじめに】近年，新たなaspiration catheterが次々と導入されたが，Catalyst6や
SOFIAFLOW Plusは誘導性が著しく向上したと言われる．なかでもSOFIAFLOW 
Plusは単独で誘導するsnake techniqueが海外から報告されているが，高齢者症例
が多い本邦では，蛇行の強い血管のなかに大口径のdeviceを単独で進めることは至
難の業である．innerを組み合わせてもledge effectに苦慮し，結果的に時間を浪費
することが少なくない．小口径の5Fr-SOFIAFLOWもラインナップに加わったが，
SOFIAFLOW Plusより誘導は容易であり，P2R短縮に寄与する可能性がある．当
院での5Fr-SOFIAFLOWの使用成績を報告する．【方法】2020年4月から6月に脳血
栓回収療法を実施した14例のうち5Fr-SOFIAFLOW を用いた5例．全例でsnake 
techniqueで誘導し，ADAPTを実施した．1passで再開通が得られない場合はstent 
deviceを併用した．【結果】年齢は平均60.4歳，男性2例，心原性脳塞栓症4例，ATBI 
1例．閉塞部位はM1 3例，BA 2例，snake techniqueは全例で成功し，guidingから
閉塞部位までの到達時間は平均13.6秒（12-15秒）．4例でADAPTを実施し1passで
TICI2B/3は3例．ADAPT不成功の1例は手技により5Fr-SOFIAFLOWが屈曲し有
効な陰圧がかからず断念した．P2R平均時間は28分（8-53分）であった．解離を含
めて合併症はなかった．【考察】5Fr-SOFIAFLOWは柔軟で小口径ゆえに，蛇行の
強い血管でも単独で速やかな誘導が可能であった．combinded techniqueの前に5Fr-
SOFIAFLOW単独でアプローチすることも考慮すべきである．ただし，愛護的に
扱わなければdeviceを変形させてしまうriskがあることに留意すべきである．
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DP-5-7
演題取り下げ
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DP-5-6
当院におけるEmboTrapの初期使用成績
榎本　真也（えのもと まさや）1、森山　久瑠美（もりやま くるみ）1、
平林　拓海（ひらばやし たくみ）1、武井　孝麿（たけい たかまろ）1、
住吉　京子（すみよし きょうこ）1、重田　恵吾（しげた けいご）1、
八ツ繁　寛（やつしげ ひろし）1、早川　隆宣（はやかわ たかのり）1

1独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科

【背景】前方循環の主幹動脈閉塞症に対する機械的血栓回収術の有効性は確立して
おり、治療に用いられるデバイスも多様化してきている。EmboTrapは経皮経管的
脳血栓回収用機器適正使用指針第4版から記載されたステントリトリーバーで、ア
ウターケージとインナーチャネルの二層構造を有し、これまでのステントリトリー
バーとは異なる動きで血栓を捕捉する。 

【方法】当院におけるEmboTrapの初期治療成績を後方視的に調査し、患者背景及
び治療の有効性、安全性を評価する。

【結果】2020年3月から2020年5月までの間に7例に対して使用されていた。年齢の中
央値は82[81-87.5]、男性2例、発症前Modified Rankin Scale 0[0-0.5]、来院時National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score 23[19.5-25]であった。新型コロナウ
イルス感染症対策で、診断モダリティがMRI firstからCT firstへと変化していた。
治療デバイスは後方循環の1例のみstent retriever単独、前方循環6例は全て吸引デ
バイスとの併用療法であった。病型は心原性が5例、アテローム血栓性が2例であっ
た。有効再開通は5例（71%）で得られ、病変通過回数は中央値2[1.5-2]回、鼠径穿
刺から再開通までは中央値64分[47-87]であった。症候性頭蓋内出血は見られなかっ
た。

【考察】当院での有効再開通率や症候性頭蓋内出血の発生率はSolitaireやTrevoが
主に使用された過去の大規模研究と比較し遜色なかった。治療3ヶ月後のModified 
Rankin Scaleは今後の評価が待たれる。症例数が少なく、単施設の後方視的観察研
究であるため、さらなる症例の集積が必要である。
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DP-6-6
血栓回収療法において中間カテーテルとして6Fr Cerulean DD6を
用いた場合と6Fr SOFIAFLOW Plusを用いて血栓吸引手技を併用し
た場合との短期成績の比較
中河　寛治（なかがわ かんじ）1、豊田　真吾（とよた しんご）1、
末松　拓也（すえまつ たくや）1、和田　雄樹（わだ ゆうき）1、
清水　豪士（しみず たけし）1、村上　知義（むらかみ ともあき）1、
森　鑑二（もり かんじ）1、瀧　琢有（たき たくゆう）1

1関西労災病院

はじめに：血栓回収療法において、ステントリトリーバーと吸引カテーテル手技を
併用したcombined techniqueの優れた治療成績が報告されている。我々は以前ま
で、吸引カテーテル手技を併用せずに、6Fr Cerulean DD6を中間カテーテルとし
てステントリトリーバーを使用していたが、2019年12月より6Fr SOFIAFLOW Plus
を吸引カテーテルとし、ステントリトリーバーと併用したcombined techniqueを行
なっている。これまでの手法との短期成績の比較を行った。
方法：2017年8月以降に前方循環脳主幹動脈閉塞に対して血栓回収療法を施行した
症例を対象とした。2017年8月から2019年11月までは、中間カテーテルとしてDD6
を用い、吸引カテーテル手技を併用せずに、ステントリトリーバーを用いて血栓回
収療法を行った。2019年12月から現在にかけては、SOFIAを用いて吸引カテーテル
手技を行い、ステントリトリーバーを併用して血栓回収療法を行った。再開通率、
短期予後などについて分析し、両者間で比較した。
結果：DD6群では60例、SOFIA群では13例の血栓回収手技が施行された。２群間
で対象患者の特徴に有意差は認めなかった。TICI2b以上の再開通率、7日後のmRS、
出血性合併症発生の割合に２群間で有意差は認めなかった。SOFIA群ではDD6群
と比較してステントリトリーバーでの手技回数が少ない傾向があった (1.23±0.697 
vs 2.15±1.29; p=0.001)。
考察：短期予後としては現時点でDD6群とSOFIA群で大きな差はないと考えられ
た。ステントリトリーバーでの手技回数が減じることで、血管内皮の障害や出血性
の合併症がSOFIA群で軽減する可能性が考えられた。

10831

DP-6-5
Modified spiral shape(SS)techniqueを用いたSOFIAカテーテル
を用いた血栓回収療法の治療成績
佐藤　慎祐（さとう しんすけ）1、新見　康成（にいみ やすなり）2、
浅野　真莉子（あさの まりこ）1、久司　一貴（くし かずき）1、
山畑　勇人（やまはた ゆうと）1、望月　達城（もちづき たつき）1、
島　彰吾（しま しょうご）1,2、劉　美憬（りゅう びけい）1,2、
星野　岳郎（ほしの たくろう）2、井上　龍也（いのうえ たつや）1,2、
桑本　健太郎（くわもと けんたろう）1、岡田　芳和（おかだ よしかず）1

1聖路加国際病院�脳神経外科、2聖路加国際病院�神経血管内治療科

(はじめに）SOFIA吸引カテーテルは内腔が0.070inchの大口径で先端が柔らかく形
状付けが可能な吸引デバイスである.末梢血管への誘導性能の向上は、血栓回収率
に寄与することは言うまでもない. 我々はSOFIAの先端形状を内頚動脈のC1から
C4の血管形状の規則性に合わせたspiral shapeを考案し、主幹動脈閉塞症に対する
血栓回収療法での有用性を報告する.（対象・方法）2015年4月から2020年6月までに
施行した102例の血栓回収療法の中でModified spiral shape(SS) techniqueを用いた
13例を対象とした. 右内頚動脈のC1-C4部は下方から見ると時計周りをしており、対
側は半時計周りの規則性があり、大口径のカテーテルが内頚動脈のサイフォンカー
ブを超えやすいshapeが有用と考えた. マンドレルを先に左右に合わせて１回転の
形状付けを行い、そこにSOFIAを挿入して30secのsteam shapeを行った.（結果）
平均年齢は78歳(60-98)、男性は6例、CT-ASPECTS 10(中央値)(8-10)、NIHSS 17(中
央値）(8-23)、対象血管はICA6例、M1distal3例、M24例であり、内頚動脈の頚部か
ら頭蓋内への血管蛇行が強い症例は5例であった. 病変部へのSOFIAの誘導は全例
で有効であった. 選択したデバイスとpass回数は、combined technique first 11例
(その後ADAPTへの切り替え１例)、ADAPT first2例(その後combined technique
へ切り替え1例)、穿刺から再開通までの時間は30(中央値)(17-64)（上腕穿刺へ切替
例で64分）、TICI2b≧91.6%、mRS0-2@30days0-2は58%、s ICH/SAHは1例(再灌
流)、SOFIAの末梢誘導において解離は認めなかった. (結語)内頚動脈のサイフォン
カーブに合わせたSOFIAのModified spiral shape(SS) techniqueは有用と思われた.
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DP-6-4
中大脳動脈M1閉塞に対する内腔0.070inch吸引カテーテルを用いた
直接吸引と内腔0.060inch吸引カテーテルを用いた併用療法による緊
急血栓回収術の検討
吉岡　和博（よしおか かずひろ）1、宮崎　雄一（みやざき ゆういち）1、
森　貴久（もり たかひさ）1

1湘南鎌倉総合病院脳卒中センター脳卒中診療科

目的：本研究の目的は、中大脳動脈M1閉塞に対する血栓回収療法における大口径
吸引カテーテルによる直接吸引と併用療法を比較し違いを明らかにする事である。
方法：調査対象は当センターで2019年10月1日から2020年6月30日に、中大脳動脈M1
閉塞による急性期脳梗塞に対する血栓回収術で内腔0.070inch吸引カテーテルを用い
て直接吸引を企図した患者(A群)と内腔0.060inch吸引カテーテルとステントレト
リーバを用いて併用療法を企図した患者(B群)。閉塞部位への吸引カテーテル誘導
の可否と1st passでの再開通状態、穿刺-再開通時間、術後くも膜下出血の有無、使
用した血栓回収デバイス数を調査した。結果：A群8例、B群5例だった。ステント
レトリーバ併用なく吸引カテーテルを閉塞血管まで誘導できたのは順に6例(75%)vs4
例 (80%)(p=1.00)、1st pass で の 有 効 再 開 通 (mTICI 2b-3)7例 (87.5%)vs4例 (80%)
(p=1.00)、完全再開通(mTICI 3)6例(75%)vs1例(20%)(p=0.10)、穿刺再開通時間の中
央値は26分vs27分(p=0.61)、術後くも膜下出血あり1例(12.5%)vs2例(40%)(p=0.51)、
平均使用血栓回収デバイス数1.4本vs2.2本(p＜0.05)だった。結論：小数例での検討
だが、中大脳動脈M1閉塞に対する血栓回収術において、内腔0.070inch吸引カテー
テルによる直接吸引を企図すると1st pass完全再開通率が高い傾向、術後くも膜下
出血は少ない傾向があり、M1への誘導性に遜色なく、使用血栓回収デバイス数は
有意に少なかった。
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DP-6-3
SOFIAを用いたStent retriever Assisted Vacuum-locked 
Extraction(SAVE法)の有用性と課題
和田　雄樹（わだ ゆうき）1、村上　知義（むらかみ ともよし）1、
豊田　真吾（とよた しんご）1、末松　拓也（すえまつ たくや）1、
中河　寛治（なかがわ かんじ）1、清水　豪士（しみず たけし）1、森　鑑二（もり かんじ）1、
瀧　琢有（たき たくゆう）1

1関西労災病院脳神経外科

【はじめに】当院では2019年12月末よりSOFIAを中間カテーテルとして使用し血栓
回収を行っている。当院でCombined techniqueを行う際にはまずStent retriever 
Assisted Vacuum-locked Extraction(以下SAVE法)を試みている。SOFIAを用い
たCombined techniqueを施行した症例について後方視的に調査した。【対象と方法】
2019年12月より2020年4月までの前方循環主幹動脈閉塞(ICA, M1, M2)に対して
combined techniqueを用いた7例を対象とし、患者背景、治療因子、治療結果につ
いて評価した。【結果】平均年齢は81歳、男性4例（57％）、心原性が5例（71％）で
あった。平均ASPECTS-DWI　5.4点、左7例（100％）であり閉塞血管はICA; 2例

（28％）、M1; 4例（57％）、M2; 1例（14％）であった。Combined techniqueの内訳
としてはSAVE法5例（71%）CAPTIVE法2例(28%)であった。1例はSAVE法で
SOFIAを血栓尾側に圧着できないために、もう1例はM2閉塞であったために
CAPTIVE法を施行していた。ステントはTrevo 4ｘ30を全例で使用していた。
TICI2b-3の再開通は全例で得られ(TICI3; 6例, 85%)、平均Pass回数は1.5回であっ
た。P to Rは平均55分であった。無症候性脳出血を含めた合併症症例はなかった。

【考察】治療成績は過去の報告と同等であった。SOFIAの欠点として吸引下では
TrevoをSOFIA内にうまく引き込めないことが指摘されているが、逆に部分的に
かぶせることは十分可能でありSOFIAとSAVE法の相性は良いと考えられた。一
方でM1distal―M2 においてはSAVE法が困難でCAPTIVE法のほうが良い場合も
あり末梢脳血管においてはさらなる検討を要すると考えられた。【結論】SOFIAを
用いたSAVE法の有用性と課題について報告した。
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DP-7-1
血栓回収におけるガイディングカテーテル誘導困難と治療成績の検討
高橋　佑介（たかはし ゆうすけ）1、須田　良孝（すだ よしたか）2、
清水　宏明（しみず ひろあき）1

1秋田大学医学部附属病院脳神経外科、2由利組合総合病院

背景
血栓回収療法でballoon guiding catheter (BGC)の遠位の留置で再開通率が改善する
とされるが高齢者では誘導に難渋する例も少なくない．血栓回収でのBCGおよび
microcatheter (MC)の誘導困難と治療成績の関係を検討した．
対象
2018年9月から2020年3月まで血栓回収連続28例を対象とした．原則，大腿動脈アプ
ローチ，9Fr 25cmシース，9FrBGCを6Fr JB2で誘導し，吸引カテーテルとステン
トリトリーバーを併用した．JB2からSimonsへの変更，half stiffのガイドワイヤー
への変更，balloon inflation anchoring technique (BIAT)を用いた例を誘導困難と定
義し，誘導困難群と非困難群でBGCの位置 (第2頚椎よりも近位を低位置と定義)，
MCのlesion cross困難，有効な再開通 (TICI 2b以上)，再開通時間を検討した．
結果
血栓回収28例の平均年齢は79.2歳，閉塞部位は内頚動脈5例，中大脳動脈M1 17例，
M2 5例，脳底動脈1例，右側12例，左側15例であった．BGCの誘導困難例は11例で
BIAT，half stiffの併用が6例， Simonsへ交換が5例でうち4例はBIATまたはhalf stiff
と併用した．非困難群に比べて誘導困難群はBCGの位置が低い傾向にあり (30.0 vs 
58.8%)，MCの誘導困難が多く (30.7vs 63.6%)，2例で治療を断念した．MC誘導困難
例のうち，1例でBGCを拡張させて固定することでMCが誘導できた症例があった．
有効な再開通は非誘導困難群で良好であった (84.6 vs 63.6%)．再開通時間 (41.3 vs 
45.8分)およびpass回数 (1.18 vs 2.0)に有意差はなかった．
結論
BGCの誘導困難例は留置位置が低くなり， MCの誘導に難渋し，有効な再開通率が
低下した．MC誘導困難例でBGCの拡張によるBGCの固定は有効な可能性がある．
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DP-6-9
優れた誘導性が期待される新規吸引カテーテルを用いた血栓回収術の
初期成績
中西　勇太（なかにし ゆうた）1,2、宇田　裕史（うだ ひろし）1,2、
神崎　智行（かんざき ともゆき）1、池田　祥平（いけだ しょうへい）1、
吉村　政樹（よしむら まさき）1、川上　太一郎（かわかみ たいちろう）2

1八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科

【目的】血栓回収術は, Stent retriever(SR)単独や, Aspiration catheter(AC)による
A direct aspiration first pass technique (ADAPT) の有効性 ,SR/AC の combined 
technique(CT)の良好な成績が報告されている. 近年,複数のSR,新規ACも承認され,
マルチデバイス,テクニックによる迅速で安全な手技1回の完全再開通(TICI3), First 
pass effect(FPE)を目指す治療が求められる.当院の治療法,治療成績を報告する.

【対象/方法】2019年12月以降,内頸動脈(IC)または中大脳動脈（M1および近位M2）
閉塞と術中診断した症例に対し,新規ACを使用し治療を行った.この連続症例につ
きangiographical outcome,治療時間,転帰等を検討した.治療法は,microcatheterで
の閉塞部通過もなく(0 pass)ACを閉塞部へ容易に到達可能な場合ADAPTを行
い,AC誘導に少しでも抵抗がある症例や,ADAPTで回収困難な症例にCTで治療を
行った.

【結果】2019年12月から6ヶ月の症例数17例 ,平均年齢78.2歳 ,IC閉塞5例(tandem 
lesion2例),M1閉塞7例,近位M2閉塞5例であった.ADAPTのみ4例, ADAPTにCT追
加2例 ,初回からCT11例で治療を行い,TICI2B以上の再開通16例(94.1%),FPE7例
(41.2%),手技1回TICI2B以上のmodified FPE12例(70.6%)であった. TICI2B以上の再
開通16例で,シース挿入から再開通までの時間(PTR)は中央値31分,四分位範囲(18-
51)であった.病前mRS0:12例,病前mRS2:5例だが,退院時mRS0-2は8例(47.1%)であっ
た.術後症候性頭蓋内出血1例だが,手技に伴う合併症はなかった.

【考察/結論】迅速な治療時間と良好な成績が安全に得られていた.新規ACの誘導
性とSRとの併用が良好な成績に寄与する可能性が考えられた.当院の血栓回収術の
治療法,治療成績を報告する.
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DP-6-8
吸引圧の実験結果から導き出した新たなADAPT：r-MAXの有効性
壷井　祥史（つぼい よしふみ）1、小島　アリソン健次（こじま ありそんけんじ）1、
成清　道久（なりきよ みちひさ）1、大橋　聡（おおはし そう）1、
長崎　弘和（ながさき ひろかず）1、神林　智作（かんばやし ちさく）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1石心会川崎幸病院脳血管センター、2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

【はじめに】我々は吸引圧の実験から、吸引ポンプの持続吸引よりもシリンジ吸引
の方が、13%吸引圧が高いことを報告してきた。さらに吸引の際に抵抗となりうる
スイッチやYコネクタがない方が、吸引量が上昇することがわかった。このことか
ら吸引圧と吸引量で導き出される吸引力は、できるだけ単純なシステムでシリンジ
吸引を行うことで最大になると考えられた。そこで我々はSOFIAFLOW Plusを用
いて最大吸引圧を繰り返しかける新たな ADAPT（r-MAX: repeated manual 
aspiration with maximal pressure）を考案したため報告する。【方法】r-MAXは以
下の通りに行う。SOFIAFLOW Plusを閉塞部まで誘導した後、バックロックシリ
ンジを２本接続する。まず、3方活栓を一方向のみ開放する。15秒待ってからもう
１方向を開放する。この間に初めのシリンジに陰圧をかけ直す。さらに15秒経って
から新たに陰圧をかけたシリンジを開放する。この操作を4回繰り返した後、
SOFIAFLOW Plusを回収する。【結果】実験で従来のADAPTと比較を行ったとこ
ろ、新たな吸引方法では、カテーテル内の気泡の動きが明らかに引き込まれている
のがわかった。さらに回収時に従来のADAPTでは取りこぼしてしまうような屈曲
部でも取りこぼさずに回収できた。2020年3月からIC top、M1閉塞に対してr-MAX
法を用いて血栓回収治療を行い、14例中10例（71.4%）で1pass TICI 3が得られた。
症候性の出血はなく、無症候性の出血を１例（7.1%）認めたのみであった。退院時
mRS 0-2は9例（64.3%）で良好な治療成績が得られた。【結論】大口径カテーテルを
用いた新たなADAPTは治療成績の向上が期待できる方法と思われた。
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DP-6-7
大口径吸引デバイスによる血栓回収術
森脇　拓也（もりわき たくや）1、横山　大騎（よこやま だいき）1、
田坂　研太（たさか けんた）1、新美　淳（にいみ じゅん）1、根本　文夫（ねもと ふみお）1、
畑山　和己（はたやま かずき）1、鶴岡　淳（つるおか あつし）2、
内藤　博道（ないとう ひろみち）1

1船橋市立医療センター脳神経外科�、2船橋市立医療センター脳神経内科�

大口径(0.071in)の血栓吸引デバイスが導入されつつある。当院で最近施行した同デ
バイスでの初期経験と、手技内容、技術的結果について報告する。

当院でPenumbra JET 7導入以降に(JET 7は学会指導後使用していない)当院で施
行された血栓回収術と、その手技内容、技術的結果を、それ以前に施行したものと
比較した。
依然ステントでの治療が多いものの、大口径血栓吸引デバイスを用いたADAPT単
独で良好な成績を得た症例が多く認められた。

大口径ADAPTを行った症例の特徴や、手技内容について報告する。
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DP-7-5
血栓回収時のアクセス困難例における明と暗、自験例3例から得られ
た展望
奥山　翼（おくやま つばさ）1、大石　博通（おおいし ひろみち）1、
小島　以織（こじま いおり）1、石毛　聡（いしげ さとし）1、町田　利生（まちだ としお）1、
丹野　裕和（たんの ひろかず）1

1東千葉メディカルセンター

【序言】血栓回収療法を施行する上でガイディングカテーテル留置は必須の手技で
ある。急性期血行再建の治療適応拡大に伴いアクセス困難例の経験数も増加すると
予想され、自験例の3症例から問題点を検討する。【症例1】91歳女性、右M1起始部
閉塞でt-PA投与時間適応外、急峻なtype3大動脈弓を認めた。8Fr FlowGate2を右
腕頭動脈に誘導した後、バルーンhalf inflationで進めるも上行大動脈に落ちるため、
大動脈弁を支えに右内頚動脈に誘導した。Trevo 4mm×30mmにてTICI 3を得た。

【症例2】81歳男性、左M2起始部閉塞でt-PA投与後に右大腿動脈経由で開始。術前
MRAでBovine archは確認したが、術中に右腸骨動脈～下大動脈の蛇行が判明。大
腿動脈経由は困難と判断し、右上腕動脈より4.2Fr FUBUKIを挿入し左内頚動脈に
誘導した。Trevo 3mm×20mmで3Pass施行するもTICI 2b。【症例3】72歳男性、
左内頚動脈閉塞でPT-INR:1.76と禁忌項目に該当したためt-PA投与不可能。僧帽弁
狭窄症のため機械弁へ弁置換術施行されワーファリン内服中、ICD留置がありMRI
施行困難であった。3D-CTA後に高度腎機能障害が発覚。また左総頚動脈の蛇行が
非常に強かった。右大腿動脈より8Fr FlowGate2を挿入し、4Fr type Kobayashi 
140cmと0.035inch GW 180cmを使用してガイディングカテーテル留置を試みたが、
4Frカテーテルの誘導が困難で断念。Hb 8.6  Plt 56,000と頚部切開は出血性合併症
の危険性が高いと判断した。総頚動脈直接穿刺に関しても、蛇行が強く困難と想定
され、アクセス困難と判断し未治療に終わった。【結語】解剖学的要素に加え既往
や全身状態を考慮することで、アクセスに関わる難易度と危険性を推し量ることと
なる。
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DP-7-4
ガイディングカテーテルの誘導困難が予想される症例に対するREXAS
法の有効性
北村　高之（きたむら たかゆき）1,2、渡邉　碧音（わたなべ あいと）1、
堀越　恒（ほりこし こう）1、新井　晶（あらい しょう）1、長谷川　浩（はせがわ ひろし）1、
渡邉　瑞也（わたなべ みつや）1、中尾　保秋（なかお やすあき）1、
大石　英則（おおいし ひでのり）2、山本　拓史（やまもと たくじ）1

1順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科、2順天堂大学脳神経血管内治療学講座

【はじめに】REXAS(Rapid Exchange Aspiration after Stent deployment) 法とはま
ず先にstent retrieverを展開し、後から吸引カテーテルを挿入、同軸に誘導する手
法のことである。M1以降の病変に対してcombined techniqueを用いる際、balloon 
guiding catheter(OPTIMO)と吸引カテーテル(Penumbra ACE68)の誘導が困難で
micro catheter(MC)の血栓への誘導に難渋することがある。このような症例に対す
るREXAS法の有効性について後方視的に検討する。【対象】2019年4月以降で病変
がM1以降の血栓回収症例18例のうち、術前にOPTIMO及びPenumbraの誘導が難
しいと判断もしくは術中に誘導に難渋してREXAS法を用いた7例をA群(平均年齢
78.6(±7.5)歳)、従来のcombined techniqueを用いた11例をB群(73.1(±7)歳)とし、
大動脈弓分類、OPTIMO留置からMCが血栓をlesion crossするまでの時間(O to L)、
OPTIMOの留置部位、その他について検討した。【結果】大動脈弓分類でType3の
形状がA群71.4%(n=5)、B群11.1%(n=1)(p＜0.05)と有意にA群で多く認め、O to 
L(min)はA群5.9、B群13(p=0.12)と有意差は認めなかった。OPTIMOの留置部位は
A群では総頚動脈が57.1%(n=4)、内頚動脈起始部が42.9%(n=3)であり、起始部以遠
に留置できた症例は認めなかった。B群ではそれぞれ18.2%(n=2)、45.5%(n=5)、
36.4%(n=4)であり、総頚動脈留置の2例ではPenumbraの誘導は困難であった。【考
察】REXAS法では難しいとされるType3の大動脈弓症例やOPTIMOが低位での留
置となった症例においても、従来と同等な結果が得られる可能性が示された。【結
語】カテーテル誘導が難しい症例にREXAS法が有効な可能性が示唆された。
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DP-7-3
6FrアクセルガイドStiff-Jでの経上腕動脈アプローチが有効であった
脳血栓回収療法の一例
新帯　一憲（しんたい かずのり）1、山本　太樹（やまもと たいき）1、
横山　勇人（よこやま はやと）1、川嵜　裕一（かわさき ゆういち）1、
中村　旭宏（なかむら あきひろ）1、関　行雄（せき ゆきお）1

1名古屋第二赤十字病院脳神経外科

【症例】88歳男性。発症時間不明の意識障害、右片麻痺で発症し救急搬送された。搬
送時NIHSS 24点、頭部MRI/MRAで左M1近位部閉塞および左基底核にDWI高信
号域を認めた（ASPECT-DWI 9点）。高齢ではあったが、優位半球の障害であり、
発症24時間以内のwake-up strokeであったため、rt-PA静注療法と同時に脳血栓回
収療法を行う方針とした。その際、術前の大動脈弓部MRAでtype3の大動脈弓で
あったため、大腿動脈経由ではガイディングカテーテルの誘導が困難と予測され、
右上腕動脈経由で6FrアクセルガイドStiff-Jを使用することとした。CountDown6で
下行大動脈を選択し、アクセルガイドをJ型とし、左CCAに引き上げた。続いて
half-stiffワイヤを左ICAに上げ、JET7をICAに誘導した。CHIKAI14、Marksman
でlesion crossし、Solitaire4mm×40mmを展開し、CAPTIVE法で血栓回収を行
い、1passでTICI2bの再開通を得た。左ACA末梢に飛散した血栓のため左ACAの
描出が緩徐となったが、末梢まで描出はされた。術翌日には失語、右片麻痺の改善
傾向を認め、目立った梗塞域の拡大は認めなかった。軽度の失語のみ残存し、第20
病日にリハビリ転院となった。脳血栓回収療法を要する患者は高齢者が多く、大動
脈弓のtypeや血管の蛇行によりアプローチが困難である症例をしばしば経験する。
時間の損失は予後に大きく関わるため、その短縮のために多くの工夫がなされてい
る。今回術前の大動脈弓部MRAでtype3の大動脈弓であることが判明し、6Frアク
セルガイドStiff-Jを用いた右上腕動脈からのアプローチが脳血栓回収に有効であっ
た一例を経験したため報告する。
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DP-7-2
アクセス困難例に対する次の一手と当院の取組み
安田　貴哉（やすだ たかや）1、宮田　至朗（みやた しろう）1、
樋上　真之（ひがみ まさゆき）1、駒井　崇紀（こまい たかのり）1、
林　真人（はやし まさと）1、富永　貴志（とみなが たかし）1、
中嶋　千也（なかしま かずや）1、坂東　鋭明（ばんどう としあき）2、
黒山　貴弘（くろやま たかひろ）2、上野　泰（うえの やすし）2

1神戸掖済会病院脳神経外科、2神鋼記念病院

【目的】デバイスは日々進化し病変に誘導できさえすれば高確率に再開通が得られ、
そのためにもいかに短時間でガイディングカテーテルを誘導できるかが重要である。
しかし加齢に伴う動脈硬化や血管蛇行、大動脈弓部の形状や解離の併発によりアプ
ローチ困難なこともある。上腕動脈穿刺、頸動脈直接穿刺、システムの工夫などで
対応するが選択を誤れば再開通の遅延と予後悪化につながる。当該施設で経験した
アプローチ困難な代表的５例を検討し限られた時間と資源の中で最適なアプローチ
を選択するための当院の取り組みを報告する。【症例】1.79歳女性、Arch Type3 
Rt.M1閉塞。SY形状では選択できずNeuro EBUを用いてexchangeすることで病変
に到達しP2R58分でTICI3。2.82歳女性、脳底動脈閉塞。大動脈石灰化と狭窄のた
めワイヤーが通過せず上腕動脈穿刺に変更。結果的に両側VAが起始部で閉塞して
おりアクセス断念。3.58歳男性、大動脈解離加療中に発症したLt.M1閉塞。頸部直
接穿刺しステントレトリーバーでTICI2b。4.86歳女性Lt.M1閉塞。大動脈蛇行が強
く、Neuro EBUでもengageできず上腕動脈穿刺でも選択困難で血管内手技断念。
DWIで梗塞巣が完成しておりopen thrombectomyも断念。5.88.F 心不全加療中に
発症したLt.IC閉塞。高度ASOで大腿動脈拍動触れず同部位のアプローチは断念。
単純CT弓部評価や閉塞部位、病変長などから上腕、頸動脈直接穿刺も断念し一手
目にopen thrombectomy施行し63分で再開通。【結論】open thrombectomyは侵襲
度も考えると積極的に推奨される方法ではないが当施設では最終手段として選択肢
に残し、再開通率の向上を目指して常に検証を繰り返している。
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DP-7-9
機械的血栓回収施行時にアプローチルート変更を行った１５症例の検
討
大垣　福太朗（おおがき ふくたろう）1、長尾　景充（ながお かげみち）1、
鈴木　良介（すずき りょうすけ）2、末永　潤（すえなが じゅん）1、
清水　信行（しみず のぶゆき）1、太田　貴裕（おおた たかひろ）3、
山本　哲哉（やまもと てつや）1

1横浜市立大学附属病院脳神経外科、2横浜市立大学附属病院救急科、
3東京都立多摩総合医療センター

【背景】
　 急 性 期 主 幹 動 脈 閉 塞 に 対 す る 機 械 的 血 栓 回 収 治 療（Mechanical 
Thrombectomy:MT）の際、血管の蛇行や大動脈弓部の解剖学的構造により、シー
スやガイディングカテーテル（GC）の留置に難渋し、アプローチルート変更が必
要な症例が存在する。それに伴う当院の戦略、治療結果に及ぼす影響について当院
での経験に文献的考察を加えて報告する。

【方法】
　2017年9月～2020年5月にMTを施行した211例のうち、アプローチルート変更を
行った15症例を対象に治療経過時間、治療成績、患者特性（年齢、性別、動脈硬化
リスク因子など）を後方視的に検討した。

【結果】
　全15例（73歳～93歳、中央値85歳）が右総大腿動脈（CFA）穿刺で治療を開始
し、穿刺部の変更は右上腕動脈が13例で右橈骨動脈、左上腕動脈がそれぞれ1例で
あった。治療開始からアプローチルート変更まで中央値27分（12-87分）、GC誘導ま
で中央値43分（16-138分）、1stPASSまで中央値58分（27-63分）であった。治療成
績に関して、11例でTICI 2b以上の有効再開通が得られ、90日後の良好転帰（mRS 
0-2）は3例であった。また、動脈硬化リスクとして高血圧が10例、脂質異常症が4例
であった。

【考察】
　MTの際に有効再開通までの時間短縮を考えた時、GC誘導困難例においてはアプ
ローチルート変更が望まれる。本報告では年齢中央値85歳と高齢者が多く、高齢者
では血管の蛇行が予想される。また、動脈硬化のためにAo arch～CFAで著しい狭
窄や閉塞がみられる場合もある。そのため、MTを行う際には予めアプローチルー
ト変更の可能性を想定し、消毒・覆布を行っておく必要があると考える。
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DP-7-8
術中上腕動脈穿刺変更による血栓回収術の成績と今後の改善点
高瀬　香奈（たかせ かな）1,2、綾部　純一（あやべ じゅんいち）2、
渡辺　正英（わたなべ まさひで）2、三島　弘之（みしま ひろゆき）2、
土屋　雄介（つちや ゆうすけ）2、田中　良英（たなか よしひで）2、
梅嵜　有砂（うめさき ありさ）1、増尾　修（ますお おさむ）1

1横浜市立市民病院脳血管内治療科、2横須賀共済病院脳神経外科

【緒言】緊急を要する血栓回収術では術前の解剖学的情報が乏しく、大腿動脈アプ
ローチで病変への到達が困難なことがある。術中に上腕動脈アプローチに切り替え
て血栓回収術を施行した症例を複数経験したため報告し，さらなる時間短縮のため
の今後の工夫を考察する。

【症例1】95歳女性、脳底動脈閉塞。腹部大動脈の蛇行が強く、Type3 aortic archの
ため、右大腿動脈穿刺の78分後に右上腕動脈穿刺へ切り替え、45分後にTICI 3の再
開通を得た。

【症例2】86歳男性、中大脳動脈閉塞。Bovine archのため右大腿動脈穿刺の17分後
に右上腕動脈穿刺へ切り替え、41分後にTICI 3の再開通を得た。

【症例3】89歳女性、右中大脳動脈閉塞。Type3 aortic archに加え腕頭動脈から右総
頚動脈の蛇行が強く、右大腿動脈穿刺の8分後に右上腕穿刺へ切り替え、47分後に
TICI 2cの再開通を得た。

【考察及び結論】経験とともに、大腿動脈から上腕動脈への切り替えの時間は短縮
しているものの、脳主幹動脈閉塞による脳梗塞急性期患者に対する血栓回収はいか
に早く再開通を得られるかが患者の転帰を左右することから、さらに時間短縮を目
指すためには、術前より、アクセスルートの評価及び選択を行なうことが重要と考
えられる。当院では現在、術前評価として3DCTAや大動脈弓を含めた頸部MRAの
撮影等模索しており、その画像評価を提示し、報告する。

10364

DP-7-7
頚部ICA高度屈曲経由で急性血行再建術を受けた脳梗塞例の特徴
山本　敦史（やまもと あつし）1、今井　啓輔（いまい けいすけ）1、
徳田　直輝（とくだ なおき）1、猪奥　徹也（いおく てつや）1、崔　聡（さい とし）1、
長　正訓（ちょう まさのり）1、毛受　奏子（めんじょう かなこ）1、
濱中　正嗣（はまなか まさし）2、傳　和眞（つとう かずま）3、
上田　凌大（うえだ りょうた）4

1京都第一赤十字病院急性期脳卒中センター脳神経・脳卒中科、
2京都第二赤十字病院脳神経内科、3西湘病院脳神経外科、
4京都府立医科大学附属北部医療センター神経内科

【目的】頚部ICA高度屈曲経由で急性血行再建術(ENER)を受けた前方循環系脳梗塞
例の特徴を明らかにする【方法】対象は2019年1月から2020年3月までに当施設で実
施したICA/MCA/ACA閉塞に対するENERの連続80例．患側の頸部ICAに正面像
/側面像いずれかで90度以下の鋭角な高度屈曲のある例(C群)，屈曲のない例(NC群)
の2群に分け，背景因子と手術成績を比較した【結果】C群40例，NC群38例．背景
因子についてC群/NC群は年齢中央値85/75歳，女性24(60%)/13(34%)例，左側病変
26(65%)/19(50%)例，遠位病変(M2，A2以遠)12(30%)/5(13%)，重症(NIHSS20点以
上)13(33%)/12(32%)例，ASPECTS低値(6点以下)10(25%)/10(26%)例，発症-搬入時
間中央値207/200分，搬入-穿刺時間中央値60/55分であり，C群で高齢，女性，左
側，遠位病変が多かった．手術成績について，C群/NC群では，吸引カテーテルと
stent-retrieverの併用手技24(60%)/19(50%)例，平均pass回数1.8/2.3回，穿刺-再開
通時間中央値38/40分，ガイディング留置-再開通時間中央値23 /28分，1passあた
りの時間中央値18.5/13分，有効再開通 (TICI2b 以上 )35(88%)/37(97%) 例，術中
extravasation 3(8%)/2(5%)例，遠位塞栓症(ENT＋EDT)2(5%)/2(5%)例，術後SAH 
5(13%)/4(11%)例，予後良好（90日後mRS0-2）17(43%)/21(55%)例であり，C群で併
用手技が多く，1passあたりの時間が長く，有効再開通例および予後良好例が少な
かった【結論】頚部ICA高度屈曲経由で急性血行再建術を受けた例では高齢女性，
遠位病変，併用手技が多く，有効再開通例，予後良好例が少なかった．頸部ICA高
度屈曲経由での血行再建術時には有効再開通を達成しうる適切な手技の選択が必要
となる．
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DP-7-6
急性期血栓回収における頸動脈穿刺の有用性
阿部　悟朗（あべ ごろう）1、吉野　弘子（よしの ひろこ）1、尤　郁偉（ゆう いえ）1、
石橋　秀昭（いしばし ひであき）1、伊藤　理（いとう おさむ）1、鈴木　聡（すずき さとし）1

1福岡輝栄会病院脳神経外科

急性期血栓回収における、早期再開通が予後に強く相関することは周知の事実であ
る。しかしアクセスルートの問題より、病変部到達までに時間がかかってしまい、
再開通までに時間を要する症例をしばしば経験する。今回頸動脈穿刺により、血栓
回収を行い予後良好を得られた症例を経験した。

【症例】85歳女性　突然の意識障害、左片麻痺にて発症。
MRA：右内頚動脈先端部にて閉塞　ASPECT－DWI：９(内包・放線冠を減点)　
NIHSS:16　既往症：大動脈瘤置換術（のちに判明）

【治療経過】来院後39分後にｔ－PA静注療法開始し、引き続き急性期血栓回収術へ
と移行。当初、鼠径部よりのアクセスを試みるも、大動脈弓の人工血管への置換術
後と判明。腕頭動脈へのアクセスが困難であり、頸動脈穿刺へと切り替え。右総頚
動脈にシース留置し、SOLITIAにて１Passにて血栓回収施行（TICI３）。発症後
一ケ月後、mRS２にて自宅退院。リハビリ行い、発症半年後ｍRS１にて独歩可能
となる。

【考察】高齢化社会への変化に伴い、急性期血栓回収を要する症例は、大動脈の動
脈硬化や、既往疾患により頭蓋内動脈へのアクセスが困難な症例が今後も増大する
ことが予想される。アクセス困難が予想される場合には、すみやかに治頸動脈穿刺
に切り替え、早期再開通を目指すことが重要である。文献的考察を含めここに報告
する。
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DP-8-3
脳底動脈閉塞に対する血栓回収術およびバルーン拡張術後に遅発性の
解離性脳底動脈瘤破裂をきたした一例
河原　庸介（かわはら ようすけ）1、森　健太郎（もり けんたろう）1、
飯田　悠（いいだ ゆう）1、福井　一生（ふくい いっせい）1、
山下　亮太郎（やました りょうたろう）2、武田　むつき（たけだ むつき）2、
仲野　達（なかの たつ）2、野村　素弘（のむら もとひろ）1

1横浜栄共済病院脳神経外科、2横浜栄共済病院脳神経内科

【目的】脳底動脈閉塞に対し血栓回収術およびバルーン拡張術をおこなった後、 3か
月の経過で解離性脳動脈瘤が顕在化、くも膜下出血に至った症例を経験したので報
告する。【症例】7 3歳男性。突然の失語、右片麻痺にて救急搬送された。来院時
JCS3、E4V2M6、NIHSS9点であった。DWIでは左橋に高信号を認めMRAでは脳
底動脈の閉塞が疑われた。t-PA投与後血栓回収術およびバルーン拡張術を施行し
た。ADAPTでは再開通は得られず、ステントリトリーバー 4 passにて完全再開通
を得た。再開通後も同部位に高度狭窄を認めたためバルーンカテーテルによる血管
形成術を追加した。軽度の狭窄が残存しており発症機序はアテローム性と考えられ
た。翌日には症状は改善、発症２週間後NIHSS１点にてリハビリ目的に転院となっ
た。治療約３か月後、頭痛、見当識障害にて再度救急受診、頭部CTにてくも膜下
出血および水頭症を認めた。MRI、血管撮影では血栓回収を行った部位に一致して
解離性脳動脈瘤を認めた。厳格な血圧コントロールを行い、くも膜下出血発症１か
月後にステント併用コイル塞栓術、２か月後に脳室腹腔短絡術を施行しmRS1にて
リハビリ目的に転院となった。【結語】脳底動脈閉塞に対し血管内治療施行後、遅
発性に解離性脳動脈瘤破裂を起こした症例を経験した。血栓回収術後、特に血管形
成術を追加した際は、定期的な画像精査および厳重な経過観察が必要と考えられた。

10584

DP-8-2
大口径カテーテルによって生じた医原性血管解離の2症例
吉田　正太（よしだ しょうた）1、新井　大輔（あらい だいすけ）1、
大塚　亮太朗（おおつか りょうたろう）1、宮腰　明典（みやこし あきのり）1、
川那辺　吉文（かわなべ よしふみ）1、佐藤　宰（さとう つかさ）1

1静岡県立総合病院脳神経外科

【背景】血栓回収療法において再開通率の向上のためより大口径の吸引カテーテル
が認可されているが、その効果や安全性についてはまだ十分なデータの蓄積がなさ
れていない。0.071インチカテーテル使用による血栓回収療法の際に生じた医原性血
管解離の2症例を経験したので文献的考察を踏まえ報告する。【症例】症例1：70歳
男性。右M1 proximalの閉塞に対し0.071インチカテーテルを閉塞部付近まで誘導し
stent retrieverを併用して血栓回収を行うとM1 distalからinner flapを認め血管解
離を合併した。症例2：88歳女性。左M2 proximal閉塞に対し、0.071インチカテー
テルをM1distalまで誘導しstent retriever併用による血栓回収を行った。後のMRI
フォローでカテーテルの留置位置に一致する部位で閉塞所見を認めた。後方視的に
確認すると術中angio所見でわずかに同部位が狭窄しており血管解離の合併による
閉塞が考えられた。【考察】近年、血栓回収療法の有効性が明確となったことで盛
んに治療が行われるようになり、再開通率向上のためより大口径のカテーテルが保
険適応となった。しかし、渉猟し得た限りでは治療効果や合併症率について大口径
カテーテルと従来の吸引カテーテルを比較した文献はなかった。我々が経験した2
症例はともに0.071インチカテーテルをMCAまで誘導し吸引手技を併用して回収療
法を行った後、カテーテル先端に一致する部位で解離の合併を認めた。大口径カ
テーテルは口径が大きいがゆえに遠位まで誘導した際に血管に対する負荷がかかり、
解離を合併した可能性がある。【結語】大口径カテーテルを遠位まで誘導する際は
血管解離の合併に注意する必要がある。

10550

DP-8-1
吸引カテーテルが造影時にバルーン状に膨張し血管損傷を生じた一症
例
佐野　貴則（さの たかのり）1、箱崎　浩一（はこざき こういち）3、
小林　和人（こばやし かずと）2、市川　智教（いちかわ とものり）1、
山中　拓也（やまなか たくや）1、種村　浩（たねむら ひろし）1、
石垣　共基（いしがき ともき）1、宮　史卓（みや ふみたか）1

1伊勢赤十字病院�脳神経外科、2伊勢赤十字病院�脳神経内科、
3済生会松阪総合病院�脳神経外科

【目的】血栓回収術中に吸引ｶﾃｰﾃﾙから血管造影したところ,ｶﾃｰﾃﾙの一部が造影剤に
よりﾊﾞﾙｰﾝ状に拡張し,血管損傷をきたした症例を報告する.

【症例】92歳男性,意識障害,右片麻痺で搬送された.NIHSS 22点で,CT灌流画像で左
中大脳動脈(M1)の閉塞と同領域にﾍﾟﾅﾝﾌﾞﾗ領域を認めた.吸引ｶﾃｰﾃﾙ (JET7)を閉塞部
まで誘導しADAPT施行.一部再開通を認めたが,遠位M2での閉塞を認めさらに
Trevo 3mm×20mmを展開後,JET7に抵抗なく引きこみ回収した.JET7より造影し
たが完全再開通を認めなかった.その後,位置合わせのためJET7(内頸動脈ｻｲﾌｫﾝに位
置)から10ccｼﾘﾝｼﾞで逆血を確認後,再度造影を行うと,JET7が跳ねた後,ﾊﾞﾙｰﾝ状に膨
張し,その後破裂した.内頚動脈から中大脳動脈がJET7の異常拡張により破裂した
と考えられた.SL-10を破損したJET7の中からM1まで誘導しICAまでｺｲﾙで詰め戻
り止血し手技を終了した.回収したJET7は先端から5mm近位から破損し,2cmの範
囲で外層ﾎﾟﾘﾏｰが破れ,ｺｲﾙ構造が伸びきり飛び出していた｡

【考察】JET7は柔軟なﾎﾟﾘﾏｰの外層とPTFEの内層にｽﾃﾝﾚｽ/ﾅｲﾁﾉｰﾙの螺旋状ｺｲﾙで構
成される.今回内層材料が何らかの理由で損傷し,かつ,何らかの理由で先端が閉塞
し,その状態で血管造影を行うことにより,損傷箇所から流入した造影剤が外層材料
を膨張させたと考えられる.本症例ではｽﾃﾝﾄの併用が内層損傷,また血管蛇行による
JET7のkinkが先端の閉塞の発生原因として考えたが,ｽﾃﾝﾄ回収後の造影で異常は生
じず,その後の逆血確認後の造影時に生じたため,現時点で原因は確定していない.

【結語】本合併症は生じた場合,重篤な転帰となるため,現時点では吸引ｶﾃｰﾃﾙ (JET7)
からの造影を避ける必要がある.
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DP-7-10
シモンズ型を使用した超高齢者に対する機械的血栓回収療法の有用性
柴田　碧人（しばた あおと）1、根木　宏明（ねき ひろあき）1、
古峰　弘之（こみね ひろゆき）1、吉川　雄一郎（きっかわ ゆういちろう）1

1埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

【目的】昨今80歳以上の高齢者に対する機械的血栓回収療法（MT）の有効性を示す
報告が散見されるが，超高齢者(90歳以上)に限定した治療有効性の検討は充分には
なされていない。今回我々は調査期間内にMTを施行された高齢者(75歳以上)に対
象とし、超高齢者群と高齢者群の2群間における有効性に関してアプローチ法の観
点から検討し報告する。【方法】2019年4月から2020年5月までに当施設でMTを行っ
た急性期脳梗塞のうち、75歳以上の44例を対象とした。当院における手技では、超
高齢者に対しては誘導カテーテルはシモンズ型を第一選択としている。超高齢者群
(90歳以上：A群)、高齢者群(75-95歳：B群)とし、両群間の比較検討項目として臨
床像(搬送時NIHSS、DWI-ASPECT、location)、治療評価(再開通時間、再開通率、
症候性合併症、30日後mRSを調査し、後方視的に検討した。【結果】44例中、Ａ群
は11例(男性4例、女性7例、平均年齢±標準偏差92.7±3.0歳、最高齢100歳)であり、
Ｂ群は33例(男性14例、女性19例、平均年齢±標準偏差81.9±3.5歳)であった。臨床
像に関して両群間に差は認めなかった。治療に関してはＡ群では平均穿刺-再開通
時間(P2R)33±14.6分(p=0.32)、再開通率(≧TICI2b)82%(p=0.41)、症候性合併症率
0%(p=0.23)、30日後mRS:3以下64%(p=0.22)とB群と比較しても差は認めなかった。
またB群では誘導カテーテルをＪ型からシモンズ型へ変更した症例が2例あった。

【結語】超高齢者に関してはアクセス困難と予め想定し手術手技を統一しておくこ
とが、治療成績としてこれまで検証されてきた高齢者群と同等の結果を得るための
一助となる可能性がある。
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DP-8-7
tPA静注療法併用機械的血栓回収療法後に右大量血胸を認めた一例
設楽　智史（したら さとし）1

1医療法人社団昴会湖東記念病院脳神経外科

【はじめに】
超急性期脳梗塞に対する組織プラスミノーゲン・アクチベーター(tPA)の出血性合
併症として，まず脳出血や消化管出血が危惧されるが，今回全く予想し得なかった
血胸合併症を経験したので報告する．

【症例】
数年前に冠動脈ステント留置術を施行されDAPT中であった80歳男性．蜂窩織炎で
当院皮膚科入院中，他患者と談話中に突然倒れこみ，意識障害を呈した．NIHSS 
22/42で急性期脳梗塞(DWI-ASPECTS 6/11，I/L/M2/M5/M6)と左中大脳動脈M2
閉塞症をMRIで認めた．禁忌事項に該当なくtPA投与を開始したが症状の改善がな
いため，機械的血栓回収療法を行った．
局 所 麻 酔 下 に 右 大 腿 動 脈 を 穿 刺 し，Optimo 9Fr 90cm/Catalyst 6/Trevo XP 
ProVue Retriever 3mm×20mmでの回収とし，1pass目終了後に突然の血圧・脈拍
数低下(収縮期血圧70mmHg・脈拍70/分程度)を認めたが，意識レベルなどの他の
バイタルサインに変化がなかったため手技継続とし，2pass目で5mm程度の赤色血
栓を回収し，TICI 3の再開通を得た．術後は24時間後よりヘパリン1万単位/日の投
与を開始した．呼吸数は16-20回/分で体温37度台前半の発熱が続き，COVID-19感
染否定目的のために撮影した術後3日目の胸部CTで右大量血胸を認めたため，胸腔
ドレナージを留置し，留置7日後に総量2000mlの排液で抜去とした．その後出血原
因を検索したが不明であり，抗凝固薬内服としているが現在のところ再燃はない．
患者は失語症状のみ残存し，術後28日目にリハビリ転院となった．

【結語】
術中バイタルサインの変化には常に気を配り，変化があれば注意深く患者を観察す
ることが重要である．
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DP-8-6
当院での急性期血栓回収療法後の過還流と発症要因の検討
友寄　龍太（ともよせ りゅうた）1、千原　英男（ちはら ひでお）1、
中澤　祐介（なかざわ ゆうすけ）1、辻本　吉孝（つじもと よしたか）1、
坂本　宏樹（さかもと ひろき）1、北村　泰佑（きたむら たいすけ）1、
阿河　裕二（あがわ ゆうじ）1、小倉　健紀（おぐら たけのり）1、
波多野　武人（はたの たけと）1、永田　泉（ながた いずみ）1

1小倉記念病院

【背景】血栓回収療法後の過還流は脳浮腫や脳出血との関連も報告されており予後
不良因子として知られているが，術後ルーチンで評価することは一般的ではなく発
症リスクについても明らかになっていない．当院で血栓回収し有効再開通が得られ，
arterial spin labeling（ASL）で脳血流を評価した症例に関して後方視的に調査し
た．【対象と方法】２０１８年６月から２０１９年１２月までに当院で脳梗塞に対
して血栓回収しTICI2B以上の有効再開通が得られ，術後に頭部MRIでarterial spin 
labeling（ASL）を評価した連続３６症例を対象として，治療後に過還流を呈した
群（15例）と呈さなかった群（22例）で発症要因を後方視的に検討した．【結果】年
齢の中央値は75歳，男性が23例（23%）臨床病型はアテローム血栓性３例，心原性
２６例，分類不能７例，tPA投与は15例，NIHSS中央値14.5，DWI-ASPECT中央
値9であった．2群間で年齢，性別，脂質異常症，高血圧症，2型糖尿病，心房細動，
脳梗塞発症前の降圧薬の使用に有意差はなかったが，発症時のNIHSS中央値
19.5vs11（p=0.04）,DWI-ASPECT中央値7.5VS10(p=0.017)で有意差を認めた．【考
察】脳梗塞発症時の症状が重度で，既にMRIで虚血性変化を来している症例は血栓
回収療法後に過還流を来す割合が多い．そのためより厳格な術後管理が重要である．
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DP-8-5
中大脳動脈(M2)急性閉塞に対する血行再建術で頭蓋内出血性合併症
を減らすための工夫
吉原　智之（よしはら ともゆき）1、中森　靖（なかもり やすし）1、
吉矢　和久（よしや かずひさ）1、須山　武裕（すやま たけひろ）2、
岩瀬　正顕（いわせ まさあき）2、松村　剛樹（まつむら ごうき）3、
浅井　克則（あさい かつのり）3、立石　明広（たていし あきひろ）3、
鶴薗　浩一郎（つるぞの こういちろう）3、山本　和己（やまもと かずみ）3、
若山　暁（わかやま あかつき）3、鍬方　安行（くわがた やすゆき）4

1関西医科大学総合医療センター救急医学科、
2関西医科大学総合医療センター脳神経外科、3大阪脳神経外科病院脳神経外科、
4関西医科大学附属病院救急医学科

【背景】中大脳動脈（M2）急性閉塞に対する血行再建術は、頭蓋内出血性合併症を
いかに低く抑えるかが、患者の予後に影響する。【目的】中大脳動脈（M2）急性閉
塞に対する血行再建術において、頭蓋内出血性合併症に関する要因について検討す
ること。【対象・方法】2017年10月から2020年7月までに、中大脳動脈（M2）急性
閉塞に対し血栓回収術を行った患者を対象とした。術後24時間以内に頭蓋内出血を
呈した患者を、そうでない患者と比較し、患者背景、手術手技、術後30日の予後に
ついて、後方視的に検討した。【結果】対象患者は13例（男性：6例）、年齢は中央
値で75歳、全例stent retriever firstであった。何らかの頭蓋内出血は6例に見られ
た。症候性頭蓋内出血は3例であった。30日後のmodified Rankin Scaleは何らかの
頭蓋内出血を呈した患者では有意に不良であった ( 中央値：4 vs 1, P=0.04)。
Penumbraを併用した場合、併用しなかった場合と比較して、頭蓋内出血率は有意
に低くなった（0% vs 66%, P=0.04）。再開通率、再開通までに要した時間には有意
差を認めなかった。【結論】急性M2閉塞患者に血行再建術を行う際は、stent retriever 
firstであってもaspiration catheterを併用するなどデバイスの用い方に工夫して、
頭蓋内出血性合併症を回避する努力により予後改善に寄与する可能性がある。

10545

DP-8-4
機械的血栓回収により脳動脈瘤破裂を合併した１例
野田　昌幸（のだ まさゆき）1、野崎　俊樹（のざき としき）2、
石橋　敏寛（いしばし としひろ）3、馬場　栄一（ばば えいいち）1、
阿部　克智（あべ かつとし）1、小菊　実（こぎく みのる）1、岸　博久（きし ひろひさ）1

1横浜新緑総合病院脳神経外科、2聖霊浜松病院脳神経外科、
3東京慈恵会医科大学脳神経外科

われわれは機械的血栓回収療法を実施された際、未知の脳動脈瘤破裂によるくも膜
下出血を合併した症例を経験した。文献的考察を加えて報告する。症例：46歳、女
性。経過：左片麻痺、左半側空間無視、構音障害を主訴に救急搬送された。NIHSS
は11点で、MRI-DWI-ASPECTS6点の急性期脳梗塞、MRAで右IC terminalの閉塞
を指摘された。機械的血栓回収療法を実施された。右M2までマイクロカテーテル
を誘導し、撮影を行ったところ、右IC terminalから右M2にまで血栓を確認するこ
とができた。同時にM1-2分岐部に未破裂脳動脈瘤も指摘された。ステントをM2ま
で誘導し、Catalyst6をIC terminalに留置した。1回目では再開通しなかった。2回
目の回収で、ステントをM2まで、吸引カテーテルをM1 distalまで誘導した。撮影
をすると動脈瘤周囲から血管外に造影剤が漏出していた。ガイディングカテーテル
のバルーンを拡張させ、降圧剤の投与を行った。ステントをマイクロカテーテル内
に収納し、吸引カテーテルのみで回収を行った。5分後の撮影で止血が確認され、
TICI2ｂの再開通が得られた。翌日に全身麻酔下でコイル塞栓術を実施された。3か
月後mRS2で経過している。考察：機械的血栓回収術により動脈瘤が破裂した症例
は、本例を含めて3例の報告がある。何れもステントを使用した血栓回収で破裂し
ており、すべて中大脳動脈瘤の症例である。経皮的血栓回収術のうち、同様の合併
症を呈する確率は0.9％と稀である。また事前に同定することは困難である。動脈瘤
の存在がわかっている場合には、ステントでの回収は破裂の危険が高く、避けるべ
きである。吸引カテーテル単独での回収がより安全な方法であると考えられた。
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DP-9-1
急性期血行再建術におけるflat panel detectorを用いた術前後の脳
実質血液量（parenchymal blood volume; PBV）の検討
河野　大（かわの だい）1、福田　健治（ふくだ けんじ）2、竹下　翔（たけした しょう）3、
福本　博順（ふくもと ひろなり）2、岩朝　光利（いわあさ みつとし）1、
東　登志夫（ひがし としお）2、緒方　利安（おがた としやす）3、安部　洋（あべ ひろし）2、
井上　亨（いのうえ とおる）2

1福岡大学救命救急センター、2福岡大学脳神経外科、3福岡大学脳神経内科

【背景】Siemens 社の脳血管撮影装置を用いた Neuro-PBV (parenchymal blood 
volume) で脳血液量（cerebral blood volume; CBV）と相関のあるPBVの測定を行
うことができる。これにより、脳血管撮影室でリアルタイムに関心領域の脳循環評
価を行うことが可能である。今回、我々は急性期血行再建術におけるPBVの有用性
について調査した。 【対象と方法】対象は前方循環閉塞（ICA, M1）による急性期
脳梗塞28症例（男性13例, 女性15例, 平均年齢75.7歳）. 血管撮影装置はSiemens Artis 
Zee biplane(workstation; syngo X Workplace)を用いて, 治療前後にM1～6領域
(ASPECTS) に お け る 関 心 領 域 の PBV 平 均 値 を 測 定 し た . PBV 撮 影 は pigtail 
catheterを用いて上行大動脈から行い, 50％希釈造影剤を, delay time 9秒, 造影剤
投与速度5ml/sec（計85ml）を持続注入し, C-armを8秒間で200°回転させ, データ
を収集した. PBVと急性期血行再建術患者の様々な因子との関連について検討を
行った。【結果】 術前PBV ratio（患側/健側比）は術前NIHSSと有意な相関があり

（p=0.0248）、術前ASPECTと相関する傾向がみられた。（p=0.0912）また、術前PBV
値はNIHSSと相関する傾向がみられた。（p=0.0702）また、術後PBV値はmRS0-2
と相関する傾向がみられた。（p=0.140）【結論】PBVは急性期血行再建における術
前神経学的・放射線学的評価や転帰予後の予測に有用である可能性が示唆された。 
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DP-8-10
腫瘍塞栓術中に内頚動脈へ迷入したNBCA castをstent retriever
で回収した2症例
新名　啓（しんみょう けい）1、滝川　知司（たきがわ ともじ）1、
穴澤　徹（あなざわ とおる）1、白坂　暢朗（しらさか のぶお）1、
松本　佳之（まつもと よしゆき）1、成合　康彦（なりあい やすひこ）1、
河村　洋介（かわむら ようすけ）1、鈴木　亮太郎（すずき りょうたろう）1、
高野　一成（たかの いっせい）1、永石　雅也（ながいし まさや）1、
兵頭　明夫（ひょうどう あきお）1、鈴木　謙介（すずき けんすけ）1

1獨協医科大学埼玉医療センター

【緒言】
術前塞栓術は、栄養血管を遮断し、摘出術中の出血量減少、腫瘍の軟化をもたらし、
手術操作の難易度低減や手術時間の短縮に寄与する場合がある。近年、血管内治療
の進歩によって、安全性と有効性の向上が報告されているが、一定の確率で合併症
が起こることが指摘されている。今回、内頚動脈に流入した塞栓物質に対して、stent 
retrieverで回収した2症例を経験したため報告する。

【症例】
症例1
64歳女性、嗅溝部髄膜腫の患者。MMAからNBCAを注入すると、腫瘍へのNBCA
の流入とともに、内頚動脈内への迷入が認められた。造影でcavernous portionに
NBCA迷入による陰影欠損を認めたため、stent retrieverを用いてNBCAを回収し
た。造影し、cavernous portionに陰影欠損がないことと頭蓋内動脈が末梢まで描出
良好であることを確認した。術後、神経学的異常は認めず、MRIでも梗塞は認めな
かった。
症例2
56歳男性、小脳橋角部髄膜腫の患者。ILTからNBCAを注入すると、内頚動脈内に
NBCAが逆流した。末梢血管の閉塞は認めなったため、継続して腫瘍塞栓術を行っ
た後、stent retrieverでNBCAを回収した。造影にて明らかな血管閉塞は認めな
かった。術後、MRI拡散強調画像にて散在性に高信号域認めたが、神経学的異常は
認めなかった。

【結語】
塞栓術中、内頚動脈にNBCAが流入した2症例を経験した。両症例においてstent 
retrieverを用いて回収することができ、stent retrieverによる回収は有用と考える。
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DP-8-9
破裂内頸動脈瘤　瘤内塞栓術中に血栓回収術を行った1例
中村　普彦（なかむら ゆきひこ）1、安藤　尊康（あんどう たかやす）1、
伊東　夏子（いとう なつこ）1、永瀬　聡（ながせ さとし）1、
大倉　章生（おおくら あきら）1、廣畑　優（ひろはた まさる）2、
森岡　基浩（もりおか もとひろ）2

1済生会福岡総合病院脳神経外科、2久留米大学病院脳神経外科

【はじめに】破裂動脈瘤内塞栓術中の遠位塞栓は予後不良となることが知られてい
る。今回、我々は、破裂瘤の瘤内塞栓術中に機械的血栓回収術を行い、転帰良好と
なった内頸動脈瘤の1例を経験したため報告する。【症例】44歳、女性、突発する頭
痛、意識障害で発症(Hunt&Hess:grade4)。左内頸動脈C2前壁に小さな膨隆があり、
血豆状動脈瘤として待機的にHigh-flow bypass及びトラッピングを計画していたが、
待機中に増大し、瘤内塞栓を施行した。【術中所見】左内頸動脈は頸部より蛇行が
強く、simple techniqueでの塞栓を試みたが、困難でDACを使用し塞栓を試みた。
この時点で撮影すると左中大脳動脈(MCA)の閉塞が発覚した。ヘパリン静注後に
Penumbra 5MAX を 誘 導、TREVO XP 3.0X20mm を MCA に 展 開 し、2pass で
TICI:3の再開通を得た。PenumbraをDACとして使用し瘤内塞栓を行った。【術後
経過】MRIで左側頭葉皮質に小梗塞を認め、軽度の感覚性失語が一過性に出現した
が、軽快した。動脈瘤は再開通を認めたため慢性期にステント支援下瘤内塞栓術を
行った。その後は、経過に問題なくmRS:grade0の状態である。【考察】破裂瘤内塞
栓術中の遠位塞栓はtPAやUKなどの抗血栓療法が行えないため予後不良となり得
る。通常の血栓回収では大径で長いステントが標準化されている。しかしながら動
脈瘤に合併した遠位血管閉塞の場合、母血管径を計測し母血管へのストレスの少な
い小径のステントを用いることで術中破裂をさせることなく、再開通を得るための
一つの方法と思われる。
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DP-8-8
心原性脳塞栓症に対する静注血栓溶解療法、経皮的脳血栓回収術中に
冠動脈塞栓症による心筋梗塞を合併した心原性脳塞栓症の１例
神崎　智行（かんざき としゆき）1、中西　勇太（なかにし ゆうた）1,3、
綾田　健士（あやた けんじ）2、宇田　裕史（うだ ひろし）1,3、
吉村　政樹（よしむら まさき）1、鶴野　卓史（つるの たかし）1、
川上　太一郎（かわかみ たいちろう）3

1八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2八尾徳洲会総合病院循環器内科、
3大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科

【緒言】心原性脳梗塞,急性心筋梗塞が合併することは非常に稀であると報告されて
いる.同時に発症した際どちらを先に治療すべきかなど緊急の判断が求められる.我々
は心房細動による心原性脳塞栓症と考えられる内頸動脈塞栓症に対して静注血栓溶
解療法(rt-PA),経皮的脳血栓回収術(MT)中に,冠動脈塞栓症による心筋梗塞を合併
した症例を経験したため報告する. 

【症例】82歳女性.自宅で意識障害,左不全片麻痺を呈し救急搬送された.来院時心電
図は洞調律で明らかなST変化なし.意識JCS３,右共同偏視,左不全片麻痺,NIHSS12
であった.頭部CT検査で出血なし.頭部MRI検査では,拡散強調像で右中大脳動脈領
域のDWI-ASPECTS6の淡いDWI高信号, MRAで右内頸動脈描出不良であった.右
内頸動脈の心原性塞栓症と診断し,rt-PA、MTを施行した.搬送後94分でTICI３の
完全再開通が得られ多量の赤色血栓を回収した.しかしMT終了直後に心室細動を
発症したため,心肺蘇生を行い心拍再開をえた.頭部CT検査では明らかな頭蓋内出
血はなく,心電図,心エコー検査で急性心筋梗塞が疑われた.冠動脈造影を施行し,血
栓吸引療法を行いMTと同様の赤色血栓を回収し良好な再開通を得た.術後集中治
療室での管理を行ったが,翌日の頭部CT検査で出血性梗塞と考えられる頭蓋内出血
を合併しており,同日死亡した. 

【考察・結語】心原性脳梗塞と急性心筋梗塞の合併は稀であり定まった治療方針は
ないため症例毎の対応が求められる.今回いずれにも良好な再開通を得たが,治療後
に頭蓋内出血を発症した.頭蓋内出血に留意し,循環器科と連携した慎重な管理を要
すると考えられた.心原性脳塞栓症に対しrt-PA、MT中に冠動脈塞栓症による心筋
梗塞を合併した1例を報告した.



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 23

10244

DP-9-5
急性期血行再建術における非造影MRAによるアクセスルートの有用
性
小林　聡（こばやし さとし）1、長内　俊也（おさない としや）2、
中山　若樹（なかやま なおき）2、数又　研（かずまた けん）2、杉山　拓（すぎやま たく）2、
藤間　憲幸（ふじま のりゆき）3、濱口　明巧（はまぐち あきよし）1、
中村　俊孝（なかむら としたか）1、飛騨　一利（ひだ かずとし）1

1札幌麻生脳神経外科病院、2北海道大学病院�脳神経外科、
3北海道大学病院�放射線診断科

【背景・目的】急性期血行再建術では最短時間での再開通を目標とするが, アプロー
チを変更せざるを得ない場合があり, 時間ロスの要因となる.特にBovine typeや
Aorta type 3ではデバイスや上腕動脈からのアプローチ変更が必要となる.また,多
くの施設では超急性期脳梗塞の診断にMRを用いる.アクセスルートを追加撮像する
ことでアクセスルートや使用カテーテルを計画でき,治療時間短縮につながると考
えられた.術前MRAによるアクセスルートの有用性を検討したため報告する.【評
価項目】対象は2018年4月から2020年5月までの間,当院にて血栓回収療法を施行し
た連続35症例を後方視的に検討した.19症例は頭部MRAとAortaから総頚動脈まで
のMRAをアクセスルートとして撮像した(グループA). 16症例は頭部MRAのみ撮
像した(グループB). 評価項目は,穿刺からデバイスを病変部まで誘導する時間(P2D),
病院到着から再開通までの時間(D2R),穿刺から再開通までの時間(P2R),アクセスルー
トMRAの撮像時間を評価した.グループAはAorta type別にP2D,カテーテル変更
率を評価した.【結果】P2Dは,グループAは30分,グループBは43分となった.アク
セスルート撮像時間は平均2分となった. D2Rは,グループAは197分, グループBは
203分となった. P2Rは, グループAは90分,グループBは72分となった.グループA
におけるAorta type別のP2DはType1 16分, Type2 26分, Type3 72分であった. 
Type別のカテーテル変更率はType3のみ77％であった.【結論】アクセスルートは
破格等を術前に認識でき, アプローチ時間の短縮に有用と考えられた.
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DP-9-4
動脈解離による急性脳虚血症例に対するCone-beam CTの有用性
春原　匡（すのはら ただし）1、今村　博敏（いまむら ひろとし）1、
坂井　千秋（さかい ちあき）1、後藤　正憲（ごとう まさのり）1、
福光　龍（ふくみつ りゅう）1、松本　調（まつもと しらべ）1、
福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、大村　佳大（おおむら よしひろ）1、
秋山　智明（あきやま ともあき）1、福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、
呉　浩一（ご こういち）1、坂井　信幸（さかい のぶゆき）1

1神戸市立医療センター中央市民病院

【背景】機械的血栓回収療法(MT)が標準治療となり、acute ischemic stroke(AIS)の
臨床現場では発症から再開通までの時間(onset to repefusion time)を短くすること
の重要性は議論の余地がない。頻度は稀であるが頭蓋内脳動脈解離(iCAD)がAISの
原因になることが知られており、時に診断に難渋することがあり、MRI等複数の
modalityを要することがある。今回、我々はiCADによるAISの一例を経験した。
本例においてCone-beam CT(CBCT)を利用することで、AISのwork flowを止める
ことなく再灌流を得ることができ、最終的に良好な転機をたどった。症例を供覧し、
CBCTの有効性を報告する。

【症例】42歳男性、起床時発症の右片麻痺、失語で救急搬送され、左MCA閉塞と同
領域の散在性DWI high spotを認めMTを行うこととなった。Stent retrieverでの
初回の回収で血栓は回収されず、非典型的梗塞を疑い初回DSAを見返すと、iCAD
が疑われた。CBCTを行なったところ、intraluminal longitudinal flapを認めiCAD
と診断した。最終的にEnterpriseを留置して、血管の閉塞は改善し、神経症候も改
善した。

【結語】非典型的な梗塞の原因であるiCADによるAISを経験した。CBCTは直接解
離した血管を描出することが可能である上に、患者をアンギオ台より移動させずに
行え、AISの治療work flowを止めることなく行うことができ、AIS時代の診断手
段として極めて有用であった。
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DP-9-3
急性期脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法における術前
CTAを利用した閉塞血管走行の予測の有用性
今井　資（いまい たすく）1、山本　俊（やまもと しゅん）1、
廣瀬　俊明（ひろせ としあき）1、加藤　寛之（かとう ひろゆき）1、
川端　哲平（かわばた てっぺい）1、野田　智之（のだ ともゆき）1、
槇　英樹（まき ひでき）1

1大垣市民病院脳神経外科

【緒言】主血管閉塞脳梗塞に対する機械的血栓回収療法の際、過去の画像がない限
り閉塞部以遠の血管走行の情報はない。非病変側の走行や一般的な解剖学的走行か
ら、ある程度の予測は可能であるものの、バリエーションもあるため特に血栓回収
療法前に閉塞血管走行の概要が把握可能であれば術中のカテーテル操作の安全性が
高まると考えられる。当院では急性期脳梗塞の診断時に造影CTを用いた症例にお
いてCTコントラストを利用した閉塞血管の走行を同定し治療時に参考としている。

【方法】造影CT（動脈相）後に3次元画像解析ワークステーション（SYNAPSE 
VINCENT）で閉塞部より末梢の中大脳動脈のCT値をトレースし、造影血管と閉
塞血管とを色分けし、3D再構成fusion画像を作成し、実際の治療時に参考とした症
例を再開通後の血管撮影像と比較検討した。【結果/考察】治療開始までの短時間で
の作成は個人の技量や慣れに依存するが、作成した3D再構成fusion画像は特にM2
の走行、分岐部入り口の確保などの細かなマイクロガイドワイヤー操作を行う状況
において特に有用であった。一方、側副路の発達の程度、撮影のタイミングによっ
て描出の鮮明度に差があり、また動脈瘤が存在してもその描出は不明瞭でありその
予測は困難であった。【結語】機械的血栓回収療法前の造影CTを利用した閉塞血管
走行の予測は治療時における安全性を高める一つのツールである。

10249

DP-9-2
血栓回収前血行動態評価を行う上でMCA方向の薄厚撮影dynamic 
CTAの有用性
森　貴久（もり たかひさ）1、吉岡　和博（よしおか かずひろ）1、
宮崎　雄一（みやざき ゆういち）1

1湘南鎌倉総合病院脳卒中診療科

背景 Dynamic CTA (4D-CTA) は脳血管の血行動態を動的に表示できるので血栓回
収治療（MT）前評価に有用であるが、画像ができるまでに時間がかかるためほと
んど利用されていない。画像処理時間短縮と閉塞血管の診断を容易にするために、
両側 MCA 頭頂方向への描出を目的に始めた薄厚・軸位 dynamic axial CTA 
(dynaCTA) が、血栓回収治療の血行動態評価が適切に出来ていたかを調査した。対
象と方法 対象は2018年8月から2020年3月までにdynaCTAを受けて内頸動脈（ICA）
閉塞あるいは中大脳動脈（MCA）閉塞に対してMTを受けた患者。８０列CT装置
を用い、撮影方向をMCA軸に合わせてCTガントリーをチルトし、１回１mm厚を
40スライス（４cm厚）の撮影を２秒間隔で平均25回（合計1000枚）行った。得ら
れたdynaCTA画像の閉塞部末梢MCA枝の描出程度により、側副血行発達程度を
Good, Intermediate, Poor と３つに分類した。24時間後にNIHSSが50％以下になっ
たことをmajor neurological improvement (MNI)と定義した。画像再構成時間、閉
塞血管、側副血行、MNIを調査し、MNIを達成するために必要だった発症-再開通
時間(OtR)を側副血行の程度ごとに評価した。結果 条件に合った対象は48人。1000
枚画像の再構成時間は69秒。中大脳動脈（MCA）閉塞は30例、内頸動脈（ICA）閉
塞18例だった。Good：４例、Intermediate：25例、Poor：19例だった。MNIを達
成するためのOtRはIntermediate群は8.08時間以内、Poor群は3.63時間以内だった。
Goodは症例少なく計算できなかった。結論 DynaCTAはMCA閉塞、ICA閉塞を迅
速に診断でき、症状改善に求められるOtRと結びついた側副血行程度を血栓回収治
療前に適切に提供出来た。
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DP-9-9
血栓回収術前のCT angiographyを用いたGuide catheter誘導困
難例の予測
前川　嵩太（まえかわ こうた）1、尾原　信行（おはら のぶゆき）1、
藤原　悟（ふじわら さとる）1、村上　泰隆（むらかみ やすたか）1、
大村　佳大（おおむら よしひろ）2、松本　調（まつもと しらべ）2、
福井　伸行（ふくい のぶゆき）2、福光　龍（ふくみつ りゅう）2、
後藤　正憲（ごとう まさのり）2、今村　博敏（いまむら ひろとし）2、
川本　未知（かわもと みち）1、坂井　信幸（さかい のぶゆき）2

1神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科、
2神戸市立医療センター中央市民病院

【目的】Guide catheter（GC）誘導困難例は，再開通率が低く，予後不良であるこ
とが報告されている．誘導困難の因子を詳細に検討した報告は少なく，本研究では，
右前方循環系におけるGC誘導に影響を与える因子を検討した．【方法】2017年1月
から2020年2月までの当施設で右内頸動脈もしくは中大脳動脈閉塞に対して機械的
脳血栓回収術が施行され，造影CTで大動脈弓が評価可能であった75例を対象．当
院では，まずバルーン付きGC (BGC) を用い，誘導困難例に関してはneuro EBUを
用いてexchangeでBGC を誘導している．腕頭動脈起始部から大動脈弓頂点の高さ
と左総頸動脈径の比 (AI) を計算．次に，腕頭動脈起始部から右外耳道骨部に基準
線を作成．この基準線から最も離れる最大屈曲部と腕頭動脈分岐部を結ぶ直線を作
成し，この2本の直線のなす角度を矢状断 (SGA) と冠状断 (CRA)でそれぞれ算出．
CRAは基準線の右側を+，左側を-とし，SGAは絶対値で評価．これら3つの指標を
用いてneuro EBU使用，穿刺からGC造影までの時間について検討した．【結果】ま
ず，neuro EBU使用に関してROC曲線を各因子で描いたところ，AIは，cut off 2.58, 
AUC 0.73．SGAは，cut off 30.4°, AUC 0.84．CRAは，cut off -7.4°, AUC 0.87で
あった．次に，この結果からAI＞2.5, SGA＞30°, CRA＜-10°をそれぞれ1点ずつに
して3点満点で評価すると，cut off 2点でAUC 0.96で，穿刺からGC誘導までの時間
は2点以上で優位に長かった (7 vs 16 min; p＜0.001)が，穿刺から再開通までの時間
には有意差は認められなかった (48 vs 51 min, p=0.8)．【結論】術前に血管蛇行を評
価することでさらなる手技時間の短縮を図ることができる可能性がある．

10254

DP-9-8
CTP-CBVを用いた側副血行の定量的評価と急性再開通療法の治療反
応予測 
平井　作京（ひらい さきょう）1、佐藤　広崇（さとう ひろたか）2、
加藤　広一（かとう こういち）2、金　瑛仙（きむ よんそん）1、
山村　俊弘（やまむら としひろ）1、新井　俊成（あらい としなり）1

1草加市立病院脳神経外科、2草加市立病院放射線診療部

【緒言】側副血行は重症主幹動脈閉塞症に対する急性再開通療法後の臨床転帰の予
測因子と考えられている。診断時のCT perfusionで測定したMCA皮質領域のCBV
を用いた側副血行の定量的評価と急性再開通療法に対する治療反応予測について検
討した。【方法】直近１年間の、発症から8時間以内の急性ICA/M1閉塞でASPECTS
≧7点の54例を対象とした。診断時のCT perfusion dataを3D-SRTを用いて自動ROI
解析を行い、患側と健側の皮質MCAの領域のCBVの差をdCBVと定義した。また、
術後MRI DWIの高信号領域の体積をFIVと定義した。CTAによる既存の側副血行
の評価としてTan scoreとrLMC scoreを用いた。FIV≦70mL(Good radiological 
outcome:GRO)、3ヶ月後のmRS≦2 (Good functional outcome: GFO)に寄与する因
子について検討した。【結果】1. 年齢中央値：76歳、男性：25例(46.3%)、来院時
NIHSS中央値:18点で、IV-tPA:45例(83.3%)、血栓回収術(MT):34例(63.0%)に施行し
た。2.単変量解析で、入院時NIHSS、有効再開通、FIV、dCBVはGOに寄与する因
子であった。3.dCBV vs Tan (ρ=0.83, P=.01),vs rLMC (ρ=0.88, P=.01)で有意な相
関があった。4.有効再開通が得られた36例を対象としたROC解析では、dCBVは
GROのAUC:0.89、GFOのAUC:0.76で、有用な予測因子であった。【考察/結語】前
方循環の主幹動脈閉塞時の皮質MCA領域は、側副血行で供給され、CBVの上昇に
反映されると考えられる。ｄCBVにより、前方循環の主幹動脈閉塞症例の側副血
行を定量的に評価可能である。急性再開通療法の効果を予測する有用な指標であり、
症例選択にも有用な可能性がある。

10429

DP-9-7
CT perfusionのMIP画像による側副血行の評価と最終梗塞部位との
関連
藤原　聡（ふじわら さとし）1、福本　真也（ふくもと しんや）1、
篠原　朋生（しのはら ともき）1、瀬野　利太（せの としもと）1、
尾上　信二（おのうえ しんじ）1、市川　晴久（いちかわ はるひさ）1、
岩田　真治（いわた しんじ）1、大上　史朗（おおうえ しろう）1、
岡本　憲省（おかもと けんしょう）2、渡部　真志（わたなべ まさし）2

1愛媛県立中央病院、2愛媛県立中央病院�脳神経内科

【目的】 血栓回収療法の予後は、再開通に至るまでの虚血耐性も大きく関わっている
と思われる。CT perfusion(CTP)のMIP画像から、側副血行の有無を確認し、血栓
回収療法後の最終梗塞部位との関連および予後についての検討を行った。

【対象と方法】 2018年12月から2020年2月までに血栓回収療法を施行した前方循環主
幹動脈閉塞症例のうち、術前CTPを施行でき、最終梗塞部位が確認可能であった22
症例を対象とした。MIP画像上で閉塞血管の描出があるものを側副血行あり、閉塞
血管の描出が乏しいか全く確認できないものを側副血行なし、と評価した。術前
CBF、CBV等の画像とも照らし合わせ、最終梗塞部位、予後との関連について検討
を行った。

【結果】MIPで側副血行が確認できた症例は17症例であり、平均年齢69.2歳、総頚動
脈閉塞1例、内頚動脈閉塞11例、中大脳動脈M1閉塞3例、M2閉塞2例であり、血栓
回収療法による再開通率は70.6%、予後良好例（mRS≦2）は52.9%であった。側副
血行のない症例は5例で平均年齢69.8歳、内頚動脈閉塞1例、中大脳動脈M1閉塞3例、
M2閉塞1例であり、再開通率は100%、予後良好例（mRS≦2）は60%であった。側
副血行のない群の発症から再開通までの時間は平均243分（159-349分）と比較的早
かったが、側副血行を認めない領域は全てCBF、CBVとも著明に低下しており、最
終的に脳梗塞となっていた。逆に側副血行のある群では、CBF、CBVが著明に低下
していても再開通にて脳梗塞を免れている領域を認めた。

【結論】MIP画像で閉塞血管の描出がない領域は救済不可能な領域と思われる。局
在や範囲から治療適応を検討する必要があると思われる。

10472

DP-9-6
血栓回収術後CTにおける基底核を中心とした高吸収域の検討
荒川　秀樹（あらかわ ひでき）1、佐藤　邦智（さとう くにとも）1、
橋本　敬太（はしもと けいた）1、佐野　通（さの とおる）2、
松本　賢芳（まつもと まさよし）1、磯島　晃（いそしま あきら）1

1大森赤十字病院�脳神経外科、2東京慈恵会医科大学附属病院�脳神経外科

【背景】血栓溶解療法ならびに経皮的血栓回収術(MT)後のCTで、基底核を中心と
した高吸収域(HDA)が時に出現することは知られており、その後の出血性変化との
関連も報告されている。今回、HDA出現に関与する因子について検討を行った。

【方法】 2017年1月から、当院にてMTを施行された99例のうち、TICI2a以上が達成
された86症例につき、HDAの有無を調べ、その違いにつき検討を行った。【結果】
20例に基底核を中心にHDAが認められ(H+群)、うち３例では周辺皮質にも認めら
れた。全例で数日以内に施行されたCTでHDAの消失あり、出血性変化とは判断し
なかった。HDAを認めなかった66例(H-群)との間に、男女比、年齢差（81.9 : 76.3）
などに有意差は認めなかった。術前の状態は、H+群で有意に重症であった(NIHSS 
24.3:27.8, ASPECT 4.6:7.3)。MTに関しては、閉塞部位、再開通までの時間や再開通
率には差は認めなかったが、Pass回数が2.5:1.7回と、H+群で有意に多く、術後出血
の頻度も、H+群で有意に多かった（25%:15.2%）。30/90日後のmRSともに、H+群
で有意に高かった。【考察】 MT直後のHDAに関しては、微小血管のダメージに伴
う血管透過性亢進や、機械的な血管内皮の損傷などによる、造影剤の漏出が原因の
一つとして挙げられている。今回の検討においては、pass回数がH+群で有意に多
く、血管内皮損傷の影響はあると思われる。H+群の方で搬送時の状態が悪く、結
果的に最終予後にも影響した可能性はあるが、出血性変化が多いことも見逃せない。
閉塞部位に関連がなかったことは予想外であったが、HDAの出現はその後の予後
に影響を与える可能性が高く、術後の血圧や抗凝固薬管理を慎重に行う必要がある。
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DP-10-3
急性主幹動脈閉塞例におけるVitreaによる術前灌流評価の検討
黒木　健至（くろき けんじ）1、川本　佳右（かわもと けいすけ）1、
長尾　洋一郎（ながお よういちろう）1、三浦　正智（みうら まさとも）1、
進藤　誠悟（しんどう せいご）1、寺崎　修司（てらさき ただし）1

1熊本赤十字病院脳神経内科

【背景】急性主幹動脈閉塞に対する再灌流療法では，全自動灌流画像解析ソフトで
算出されたペナンブラと虚血コアのミスマッチ比が大きいほど再灌流療法への反応
性が良好とされている．今回我々は全自動灌流画像解析ソフト『Vitrea（キヤノン
メディカルシステムズ社）』を用いて，急性主幹動脈閉塞における術前CT perfusion
の解析結果と治療反応性との関連を検討した．【方法】2019年10月から2020年5月ま
での期間で，機械的血栓除去術前にVitreaによる解析後を行った20例のうち，前方
主幹動脈閉塞症例（IC, M1）かつ有効再開通（TICI grade: 2B-3）が得られた12例
を対象とした．退院時のNIHSSスコアが治療前から8点以上改善している症例を治
療反応群と定義し，治療反応群，非治療反応群の間でVitreaを用いて算出したペナ
ンブラ体積（mL），虚血コア体積（mL），ペナンブラ体積/虚血コア体積比（ミス
マッチ比)を比較した．【結果】対象12例（男性 7例，平均年齢75歳，ASPECTS 9 
[8-10] (中央値, [四分位値])，治療前NIHSSスコア 21.5 [11 - 29]）のうち、治療反応
群は6例（50%）であった．治療反応群は非治療反応群と比較してペナンブラ体積が
有意に大きく（99.8 [76.6 - 161.8] vs 39.5 [30.3 - 95.5], p=0.01），虚血コア体積も有意
に大きかった（53.1 [38.9 - 67.7] vs 9.1 [4.3 - 28.2], p=0.01）．2群のミスマッチ比に有
意差はなかった（2.2 [1.7 - 4.0] vs 5.9 [2.9 - 8.0], p=0.15)．【結語】急性主幹動脈閉塞
におけるVitreaのミスマッチ比と治療反応性の関連は示されなかった．今後更に症
例を蓄積し，解析方法を検討する必要である．

10168

DP-10-2
当院における急性期脳梗塞に対するVitreaワークステーションの初
期経験
藤田　聡（ふじた さとし）1、林　盛人（はやし もりと）1、佐藤　詳（さとう しょう）1、
平元　侑（ひらもと ゆう）1、中山　晴雄（なかやま はるお）1、
齋藤　紀彦（さいとう のりひこ）1、岩渕　聡（いわぶち さとし）1

1東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

【目的】急性期脳梗塞(Acute Ischemic Stroke: AIS)に対する治療適応はtime based
から灌流画像に基づくtissue imaging- basedに変わりつつある。当院では2019年11
月より画像処理ワークステーションVitrea（キャノンメディカルシステムズ）を導
入している。Vitreaは造影CT画像をもとにCTP、3D-CT、４DCTが同時に撮像可
能で、虚血コア、ペナンブラ領域の体積を評価できる。今回我々はAISに対する
Vitrea使用初期経験を報告するとともに、その有用性について報告する。

【対象】2019年11月から2020 年6月までの当院に救急搬送され、Vitreaでの解析が行
われたAIS 8例を対象とし、閉塞血管部位別にペナンブラ, コア領域と臨床予後を
評価した。

【結果】平均年齢：79歳、責任血管はICA,M1 :3例、M2,3 :5例であった。8例中6例で
経皮的血行再建術が行われたが、M2閉塞の1例はNIHSSの改善およびM3閉塞の1例
は遠位病変であったため、再建術は行われなかったが、いずれも予後良好であった。
M1高度狭窄に対して再開通まで時間を要したものの、比較的梗塞範囲が狭かった
症例も存在した。ペナンブラ, コア領域, P/C (ペナンブラ/コア)の平均値は、
ICA,M1閉塞の症例で133.8, 19.8, 9.0であり、M2閉塞の症例で50.7, 8.6, 13.1であり、
M3閉塞の症例で9.77, 0.21, 47.71であった。

【考察】本検討における注目すべき点としてP/Cが平均より高い症例は、再開通ま
での時間がかかったとしても症状改善が見られたこと、軽症例では再建術を行わな
くても症状改善が見られたことから、側副血行路が発達している予測因子として想
定された。

【結論】Vitreaによる灌流評価は、再建術の適応、治療ストラテジーの一助になる
と考えられた。

10666

DP-10-1
CT-Perfusion (Vitrea)を用いた血栓回収術の特徴
川本　佳右（かわもと けいすけ）1、長尾　洋一郎（ながお よういちろう）1、
黒木　健至（くろき けんじ）1、三浦　正智（みうら まさとも）1、
進藤　誠悟（しんどう せいご）1、寺崎　修司（てらさき ただし）1

1熊本赤十字病院脳神経内科

【背景】当院では2019年11月より，CT-Perfusion解析ソフト「Vitrea」を用いて血
栓回収療法の適応を検討している。Vitreaで評価を行い，血栓回収療法を行った症
例の特徴について後方視的に検討した。【方法】2019年11月から2020年5月までに
Vitreaを用いて，血栓回収療法を施行した連続19例を対象とし退院時NIHSSの8ポ
イント以上の改善に関連する因子(年齢，性別，身長，体重，既往歴，抗血栓薬，病
型，発症前mRS，退院時mRS，血液検査，CT-ASPECTS，Core体積，Penumbra
体積，Penumbra/Core体積比(P/C比)，Coreの出現部位，Vitrea-Coreを用いた
ASPECTS(Vitrea-ASPECTS)，閉塞血管，t-PA投与，発症から再開通までの時間経
過， Total pass 回数，TICI，虚血巣の拡大，Capillary index score(CIS) , 術後出血
性合併症)について検討した。【結果】平均年齢76歳，男性9例(47%)，心原性12例
(63%)，平均Core体積 27.4 mL，平均Penumbra 体積46 mL，平均P/C比2.8，平均
NIHSS 18点，CIS中央値 3であった。TICI 2b以上は18例(94%)，退院時mRS ≦2 5
例(26%)であった。心房細動あり(p＜0.01)，t-PA投与(p=0.01)，Vitrea-ASPECTS低
値(p＜0.01)，Onset to Reperfusionの短縮(p=0.03)が有意にNIHSSの改善に関連し
た。Core体積(p=0.063)，Penumbra体積(p=0.14)，P/C比(p=0.39)についてはNIHSS
の改善に関連はなかった。【結論】心房細動あり，t-PA投与，Onset to Reperfusion
がNIHSSの改善に関連する独立した因子であった。Core体積，Penumbra体積，P/
C比はNIHSSの改善に関連しなかったが，Vitrea-ASPECTS低値は独立した因子で
あった。

10794

DP-9-10
中大脳動脈の左右対称性の検討
定方　英作（さだかた えいさく）1、堀江　信貴（ほりえ のぶたか）1、
松永　祐希（まつなが ゆうき）1、金本　正（かなもと ただし）2、
立石　洋平（たていし ようへい）2、出雲　剛（いずも つよし）1、
案田　岳夫（あんだ たけお）1、辻野　彰（つじの あきら）2、
松尾　孝之（まつお たかゆき）1

1長崎大学医学部脳神経外科、2長崎大学医学部脳神経内科

　主幹動脈閉塞による急性期脳梗塞に対して血栓回収療法の有効性が認められ、積
極的に血栓回収療法を行うことが推奨されている。脳主幹動脈閉塞において閉塞部
位より末梢は造影剤が描出されないためblindの操作となる。そのため穿通枝など
にワイヤーやカテーテルが迷入してしまい血管損傷のリスクがある。術前のMRIで
は対側の中大脳動脈の情報があるため、mirror imageとして参考になるといわれて
いる。しかしながら、実際の中大脳動脈のmirror imageについての報告はなく、今
回中大脳動脈閉塞に対して血栓回収療法を行った症例を後方視的に検証を行った。
2019年1月から2020年7月までに当院で中大脳動脈閉塞に対して血栓回収療法を行い
良好な再開通が得られた症例を対象に検討を行った。症例は術翌日にMRAまたは
CTAで血管の開存を確認した。術翌日の画像データをもとに中大脳動脈の左右対
称を検討した。検討項目は中大脳動脈M1の長さ、M1の走行、anterior temporal 
arteryの分岐までの長さ、M2の分枝の数について検討した。　27症例に対して解
析を行った。M1の長さは右19mm、左20mmだったが、M1の走行が一致した症例
は12例と一致する割合は低かった。anterior temporal arteryの分岐までの長さの平
均では、右10mm、左12mmであった。M2の分枝に関しても3例で一致しなかった。　
M1の長さに関しては大まか左右差はなかったが、M1の走行に関しては非対称とな
ることが多かった。術前のMRA画像はある程度は参考となるが、M1の走行に関し
ては左右非対称となることが多いため血栓回収を行う際は注意が必要である。
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DP-10-7
Arterial spin labelingを用いた血栓回収療法後のhyperperfusion
の検討
山崎　直也（やまざき なおや）1、土井尻　遼介（どいじり りょうすけ）1、
大山　綾音（おおやま あやね）1、園田　卓司（そのだ たくじ）1、
滝川　浩平（たきかわ こうへい）1、河村　心（かわむら こころ）2、
山下　将太（やました しょうた）2、横沢　路子（よこさわ みちこ）2、
菅原　孝行（すがわら たかゆき）2、高橋　賢（たかはし けん）1、
木村　尚人（きむら なおと）2

1岩手県立中央病院脳神経内科、2岩手県立中央病院脳神経外科

【目的】Arterial spin labeling (ASL)は非侵襲的に脳灌流を測定できるMRIの手法
で あ る。 急 性 期 脳 梗 塞 に 対 す る ASL の 普 及 に よ り、 再 灌 流 療 法 に 伴 う
hyperperfusion (HP)の存在が知られるようになった。脳梗塞後に出現したHPの意
義については一定の見解が得られておらず、血栓回収療法後のHPの予後について
は報告が少ない。【方法】2019年4月から2020年5月の期間に当院で術前modified 
Rankin Scale (mRS) 0-2の内頸動脈または中大脳動脈閉塞に対して血栓回収療法を
施行し、有効再開通が得られた28症例のASL画像について後方視的に検討した。
pulsed continuous ASL で labeling を行い、background suppressed 3D gradient 
and spin echo法でデータ収集を行った。post labeling delayは2025 ミリ秒とした。
全てのASL画像は発症から1週間以内に撮像した。梗塞巣またはその周囲に、健側
と比較してcerebral blood flowの上昇を認める場合をHPと定義した。90日後mRS 
3-6、出血性変化の出現、をアウトカムとした。HP群と非HP群との2群間で患者背
景、rt-PA投与の有無、入院時NIHSS、術前ASPECTS、術後DWI-ASPECTSを比
較し、90日後のmRS 3-6、出血性変化の出現を検討した。【成績】対象者は年齢中
央値79 ± 13.3歳、男性18人 (64.2%)であった。HP群は14例 (50%)に認めた。HP群
で 有 意 に 術 前 ASPECTS が 低 く (9.1 ± 2.9 vs 7.2 ± 1.0, P=0.01)、 術 後 DWI-
ASPECTSが低かった (9.0 ± 2.4 vs 5.0 ± 1.1, P＜0.01)。HP群では90日mRS 3-6の
割合が高く (21.4% vs 71.4%, P=0.02) 、出血性変化の頻度が高値であった (28.5% vs 
71.4%, P=0.05)。【結論】血栓回収療法後のHPは機能予後不良と出血性変化に関連
する可能性がある。

10189

DP-10-6
急性期脳主幹動脈閉塞におけるT2-SPACE画像を用いた閉塞血管可
視化の有用性について
尾崎　沙耶（おざき さや）1,2,3、岡本　薫学（おかもと しげたか）3、
篠原　直樹（しのはら なおき）3

1愛媛大学�医学部�地域医療再生学講座、2愛媛大学�医学部�脳神経外科、
3HITO病院�脳死卒中センター

近年、急性期脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法は確固たるエビデンスが多数報
告され、標準的治療としての地位を確立している。しかし、閉塞血管以遠の走行が
不明の状態で手技を完遂しないといけないため、閉塞血管をとらえるのに時間を要
したり、カテーテル穿孔等の合併症を引き起こしたりする危険性がある。今回我々
は、3D T2-weighted sampling perfection with application optimized contrasts 
using different flip angle evolution (SPACE)を用いて閉塞血管の可視化を試みたの
で、代表症例を提示する。症例は73歳女性と79歳男性で、いずれも右中大脳動脈閉
塞による急性期脳梗塞で左半身麻痺を呈し当施設に救急搬送された。来院時にT2-
SPACE撮影を追加し、magnetic resonance angiography(MRA)画像と融合して閉
塞血管以遠を3Dで描出した。この画像を元に血栓回収療法を行い、合併症なく手
技を成功させ、良好な転機を得ることができた。T2-SPACEの撮影は2.5分程度、
MRAとの融合は5分以内と短時間で行うことが可能であり、急性期脳主幹動脈閉塞
に対する血栓回収療法において有用な情報をもたらす画像になる可能性がある。

10997

DP-10-5
MRIでの診断が有効であった超急性期脳卒中3例と当院でのAIS診療
森田　寛也（もりた ひろや）1、佐々木　庸（ささき いさお）1、
矢野　達也（やの たつや）1、山下　晋（やました すすむ）1、
小林　紀方（こばやし のりかた）1、祖母井　龍（うばがい りゅう）1、
清原　佳奈子（きよはら かなこ）2、江口　貴博（えぐち たかひろ）1、
重松　朋芳（しげまつ ともよし）5、豊田　真吾（とよだ しんご）3、
岩崎　孝一（いわさき こういち）4

1社会医療法人ささき会�藍の都脳神経外科病院�脳神経外科、
2社会医療法人ささき会�藍の都脳神経外科病院�脳神経内科、
3関西労災病院�脳神経外科、4（公財）田附興風会�北野病院�脳神経外科、
5マウントサイナイヘルスシステム�脳血管内センター

AISに対する救急診療を行う際、従来は最終未発症確認時間からの経過時間が重要
であったが（Time-based）、最近ではRAPIDでの測定やDWI-FLAIR mismatch、
DWI-clinical mismatch、DWI-perfusion mismatchといった臨床所見および画像所
見から間接的にペナンブラ領域を推定し、治療適応を判断するTissue-basedな考え
方に移行してきている。Time-basedで診療を行う場合には撮影時間の短いCTに優
位性があったが、その分情報量に乏しいというデメリットがあった。逆に、MRIは
情報が豊富に得られる分、時間を要するというデメリットが指摘される。しかし、
当院では従来からMRI 1st（DWI, FLAIR, T2*, 頭部MRA, 頚部MRA）でAIS診療
を行ってきているが、2019年4月から12月までの28症例ではそれぞれ中央値でD2N：
41分（29-88）、D2P：72分（47-111）という結果が得られており、決して遅くない。
さらに、2020年12月に3T-MRIのバージョンアップを行った際にシークエンスの調
整を行い、ASLと胸部T1冠状断の撮影も行えるようにしたが、2020年1月からの9
例においてもD2N：48分（34-80）、D2P：75分（50-103）という結果が得られてい
る。術前に得られる情報が多いほど、当然ながら診断の精度や手技の安全性を高め
ることができる。ASLや胸部T1冠状断の撮影が血栓回収術の適応判断に有効であっ
た3症例を例示しながら、MRI 1stの有効性について考察する。
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DP-10-4
血栓回収術の適応判断におけるVitreaによる脳血流評価の有用性
蛯子　裕輔（えびこ ゆうすけ）1、吉野　義一（よしの よしかず）1、
伊古田　雅史（いこた まさし）1,2、渡部　剛也（わたべ たけや）2、
内山　拓（うちやま たく）2、杣　夏美（そま なつみ）2、草鹿　元（くさか げん）2

1自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科脳血管内治療部、
2自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科

【はじめに】主幹動脈閉塞に対する血栓回収術の適応は発症6時間以内から24時間以
内に拡大されたが、発症6時間以降の症例については、画像診断による脳梗塞のcore
と症状のミスマッチすなわちpenumbra領域の存在が適応条件となる。VitreaはCT 
Angiography (CTA) に 続 い て 短 時 間 で 撮 影 で き る 灌 流 画 像 で あ り、core や
penumbraを視覚的に把握できるため当院では治療適応の参考にしている。代表症
例を提示し予後予測や適応の判断における有用性を報告する。

【症例1】70歳男性。NIHSS 32点、CTAにて左内頚動脈閉塞を認めた。Vitreaで左
半球に広範囲のcoreを認めた。tPA投与、血栓回収術を行い、発症3時間26分で完
全再開通を得たが、広範囲脳梗塞が完成しており、死亡退院となった。

【症例2】86歳女性。NIHSS 26点、CTAにて左M1閉塞を認めた。Vitreaでcoreは
なく、penumbraを認めた。tPA投与、血栓回収術を行い、発症3時間40分で完全再
開通を得た。麻痺や失語症状は改善し、mRS 1でリハビリ転院となった。

【症例3】75歳男性。NIHSS 24点、CTAにて左M2 inferior branchの閉塞を認めた。
Vitreaで同血管領域のcoreを認め、ミスマッチはないと判断し、血栓回収術は行わ
なかった。MRIではVitreaのcoreと同領域に梗塞巣を認めた。

【症例4】86歳男性。NIHSS 34点、CTAにて脳底動脈閉塞を認めた。Vitreaで後頭
葉や視床にpenumbraを認めたが、橋の広範囲にcoreを認め、改善の見込みに乏し
いと判断し血栓回収術は行わなかった。死亡退院となった。

【結語】発症6時間以内であってもcoreが広範囲であり予後不良な症例も存在する。
血栓回収術の適応判断や予後予測の際に、Vitreaの灌流画像は有用であり、重要な
指標となり得る。
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DP-10-11
患者年齢による虚血巣ADC値の相違と血栓回収術後転帰の関連につ
いての検討
高石　智（たかいし さとし）1、大坪　治喜（おおつぼ はるき）1、
荒賀　崇（あらが たかし）1、辰野　健太郎（たつの けんたろう）1、
吉江　智秀（よしえ ともひで）1、臼杵　乃理子（うすき のりこ）1、
植田　敏浩（うえだ としひろ）1

1聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経脳卒中センター

【目的】急性期脳梗塞に対する血栓回収療法において、虚血病巣の大きさが同等で
あっても、年齢によって転帰は異なることが報告されている。一方、虚血病変に
ADC値の減少の程度は組織障害の程度と相関している可能性が考慮される。今回
我々は年齢により虚血病巣のADC値は相違し、血栓回収療法後の転帰に関連して
いると仮定し、後方視的に検討を行なった。【方法】2008年～2019年に心原性塞栓
により、ICA、M１、M２部に閉塞を認め、血行再建術によりTICI２b以上の再開
通が得られた１２５症例（平均年齢７８歳）を登録した。ADC値６２０ 10-6mm2/
s以下の領域を虚血域と定義し、ADCの平均値を評価した。年齢により患者を若年
群：70歳未満、中間群：７０-８０歳、高齢群：80歳以上の３群に分類、ADC値の
比較を行なった。また、ADC値とearly neurological improvement (ENI)、90日後
mRS3-6の不良転帰、出血性合併症との関連について評価を行なった。【成績】３群
間の再開通の程度、発症～画像評価までの時間に有意な差は認められなかった。転
帰不良例は若年群：41.7%、中間群:35.0%、高齢群：67.3％であった。虚血領域の
ADC値（10-6mm2/s)はそれぞれ若年群:444.4(405.9-461.0)、中間群:434.2(383.5-460.4)、
高齢群:413.0(375.5-451.0)であり、高齢群の方が低い傾向が認められた（p=0.011）。
また、虚血領域のADC値はENI例(n=40, ADC:443.3)で有意に高値となり、90日後
mRS３-６の転帰不良例(n=59, ADC:377.8)、出血合併例(n=59, ADC:416.3)で有意に
低値を示した。【結論】高齢群における虚血病巣のADC値は若年群と比較し低値で
あり、ADC低値は出血合併症、不良な転帰と関連する傾向が認められた。

10377

DP-10-10
DWI-PWIミスマッチとDWI-FLAIRミスマッチの両方を有する脳主
幹動脈閉塞症に対する緊急血管内治療の有用性の検討
黒田　健仁（くろだ たけひと）1、藤原　悟（ふじわら さとる）1、
尾原　信行（おはら のぶゆき）1、乾　涼磨（いぬい りょうま）1、
木村　正夢嶺（きむら まさむね）1、角替　麻里絵（つのがえ まりえ）1、
石山　浩之（いしやま ひろゆき）1、前川　嵩太（まえかわ こうた）1、
村上　泰隆（むらかみ やすたか）1、今村　博敏（いまむら ひろとし）2、
川本　未知（かわもと みち）1、坂井　信幸（さかい のぶゆき）2

1神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科、
2神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

【背景】発症より一定の時間が経過した脳主幹動脈閉塞(LVO)症例に対して緊急血
管内治療(EVT)を行う際, DWI-PWIミスマッチ(DPM)は治療適応の主要な判断基準
であるが，DPM陽性の症例への治療におけるDWI-FLAIRミスマッチ(DFM)の意
義は明らかでない．【方法】当院では最終健常確認時刻(LKW)から4.5時間以内の
LVO症例はCT/CTAを，LKWから4.5時間以上や発症時刻不明の症例ではMRI/
MRPを撮影してEVT適応を判断している．2017年4月から2020年3月の期間で，
DPM陽性のICAまたはM1閉塞に対してEVTを施行した連続例を抽出した．DPM
陽性はRAPIDでmismatch ratio＞1.8の症例と定義した．DWIで高信号領域に
FLAIRで変化が確認できない症例をDFM陽性と定義し，DFM陽性症例(P群)と陰
性症例(N群)を比較検討した．【結果】P群は7例，N群は13例で，全例で有効再開
通を達成していた．LKWから来院までの時間(中央値，P:477分vsN:923分，p=0.20)，
来院時のNIHSS(平均値，10点vs15点，p=0.26)ADC＜620×10-6mm2/秒のの体積は
(平均値，18mlvs29ml，p=0.43)，T max＞6 秒の体積(中央値，121ml vs124ml，
p=0.55)，DWI-ASPECTS(平均値，8点vs7点，p=0.09)，症候性頭蓋内出血の有無
(0/7例(0%)vs5/13例(38%),p=0.11)有意差を認めなかった．3ヶ月後の転帰良好獲得率
はP群で有意に高かった (7/7例(100%)vs 4/13例(31%), p＜0.01)．【結論】DPM陽性
かつDFM陽性の症例は再開通が得られれば転帰良好が期待できる可能性が示唆さ
れた．
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DP-10-9
DWI-ASPECTS低値症例に対する急性期再灌流療法の成績
下田　健太郎（しもだ けんたろう）1、大山　健太郎（おおやま けんたろう）1,2、
小澤　祥成（おざわ よしなり）1,2、加納　利和（かのう としかず）1、
古市　眞（ふるいち まこと）1、吉野　篤緒（よしの あつお）2

1川口市立医療センター、2日本大学医学部�脳神経外科学系神経外科学分野

【目的】DWI-ASPECTS 6点以上の急性虚血性脳卒中症例に対する急性期再灌流療
法の有効性は, 今までに数多くのランダム化比較試験で証明されている. 一方, DWI-
ASPECTS低値症例に対する急性期再灌流療法の有効性や安全性は確立されていな
い. 当院における, DWI-ASPECTS低値症例に対する急性期再灌流療法の治療成績
について検討した.

【対象と方法】2016年1月から2019年12月の間に, 当院で前方循環の急性期脳梗塞に
対して血栓回収療法を施行された症例のうち, DWI-ASPECTS 5点以下の連続28例
を対象とした. 年齢, 性別, 閉塞部位, 発症から再灌流までの時間, 治療方法, 転帰, 
合併症の有無を後方視的に検討した.

【結果】平均年齢は, 78歳, 男性8例, 女性20例, DWI-ASPECTSは1点3例, 2点2例, 3
点8例, 4点 5例, 5点10例, 閉塞部位は内頚動脈11例, 中大脳動脈17例であった. 転帰
良好（3カ月後mRS 0-2）率は, 28%（8/28例）, 死亡率は14% (4/28例)であった. 転
帰別の比較では, DWI-ASPECTS 5点の症例 (P＜0.001)とTICI2b以上の再開通を達
成した症例 (P=0.021)は, 統計学的に有意に転帰良好（3カ月後mRS 0-2）を示すこ
とが多かった. 閉塞部位, 病変部の左右の違い, 年齢, 性別に関して, 両群間で有意差
はなかった.

【考察および結語】DWI-ASPECTS 5点以下の急性虚血性脳卒中症例の多くは転帰
不良であった. しかしながら, DWI-ASPECTS 5点の症例は, 有効な再開通を得られ
た場合, 転帰良好を示す可能性がある. 今後, DWI-ASPECTS低値症例に対する急性
期再灌流療法の適応指標を検討する必要がある.
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DP-10-8
脳梗塞急性期治療　血栓回収療法 TICI 3へのRSM撮影
佐藤　俊（さとう しゅん）1、由井　奏子（ゆい かなこ）1、纐纈　健太（こうけつ けんた）1、
森田　明夫（もりた あきお）1

1日本医科大学付属病院脳神経外科

血管撮影装置における撮影モードは一般的にDA法（digital angiography）とDSA
法 (digital subtraction angiography) の2種類しかないが、RSM-DSA法（Realtime 
Smoothed Mask DSA）は（株）島津製作所が独自の周波数差分法として開発した
撮影方法であり、幾度の改良を加え、現在SCORE RSMとして標準搭載されてい
る。 この撮影法はDAとDSAの両方の利点を合わせ持っており、動きに強く、さ
らに造影剤描出に優れている。DSAは被検者の動きに弱く、Mask撮影とLIVE撮
影のサブトラクショ ン画像のため、この間にわずかでも動きがあると画像にアーチ
ファクトが生じる。一方でDAはLIVE画像のみであるため動きには強いが、血管
以外も同時に描出されるという欠点がある。そこで両者の利点を生かしたRSMは
動きがある中でも撮影可能なLIVE画像であり、さらにある程度の血管以外となる
背景を消すことができるサブトラクション画像を実現している。今まで脳血管領域
にてRSMで撮影することはなかったが、脳梗塞急性期血栓回収術においてこの撮
影法は有用ではないかと考えた。血栓回収術施行時は局所麻酔下での手技が一般的
となる。患者は意識障害を伴うことが多く、静止を保つことはできず、動きがある
中での手技となる。このためDSAにて撮影しても画像はアーチファクトが多くな
る。また現在の血栓回収術は吸引カテーテルとステントリトリーバーを併用したテ
クニッ クが主流となっているが、このステントの展開にもリアルタイム画像である
RSMは明瞭に確認することを可能とし、時間的短縮と常態的なone passによるTICI 
3実現へ向けて我々には必須のものとなった。実際に これまで多くの症例に使用し
た経験を報告する。
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DP-11-3
GAI2AA scoreを用いた急性期脳主幹動脈閉塞に対するオンコール
体制の構築
梅田　靖之（うめだ やすゆき）1、黒田　祐輔（くろだ ゆうすけ）1、
田島　祐（たじま ゆう）1、後藤　芙希（ごとう ふき）1、山本　章貴（やまもと あきたか）2、
亀井　祐介（かめい ゆうすけ）1

1三重県立総合医療センター脳神経外科、2三重県立総合医療センター救急集中治療科

【目的】急性期脳主幹動脈閉塞に対する経皮的血栓回収療法は確立された治療法あ
り、再開通までの時間短縮は重要な予後因子である。各施設で時間短縮への様々な
工夫がなされているが、人的資源やコメディカル体制など個々の施設によって事情
が異なるのが現状である。当院では人的要素より夜間休日はオンコール体制で治療
をおこなってきたが、治療開始まで多くの時間を要していた。2019年3月よりGAI2AA 
scoreを用いたオンコール体制（LVO call）を運用したので検討する。【方法】LVO 
callは、患者到着時に内科系当直医がGAI2AA scoreを用いてLVO症例の選別を行
うことから開始し、LVO call症例はCT撮影前に脳神経外科、放射線技師の一斉呼
び出しとPerfusion CTによる評価を基本としている。LVO call体制導入前の2018
年1月∽2019年２月と導入後の2019年3月∽2020年５月までを対象期間とし、Door to 
Puncture time(D2P), Door to Reperfusion time(D2R)、退院時mRSなどを比較検討
した。【結果】転送例ならびに院内発症、入院後症状進行例は除外した当院におけ
る経皮的血栓回収療法は導入前11例、導入後13例であった。LVO callは導入後38例
され、うち11例が血栓回収をおこなった。D2Pは中央値131分vs86分（P=0.043）、
D2Rは中央値231分vs140分（P=0.023）であり、有意差をもって短縮した。退院時
mRSも導入後で良好な結果を得た。【考察】限られた人的資源の中で、いかに医療
従事者の負担を少なくし迅速に治療可能とするかは、継続可能な体制構築において
重要なポイントである。GAI2AA scoreを用いたオンコール体制ではこれらの問題
を一定レベルで克服しており、今後もさらなる改善を加えて検討していきたい。
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DP-11-2
新規脳卒中センター設立の苦難：院内体制の整備と院内発症脳卒中へ
の対応
根木　宏明（ねき ひろあき）1、柴田　碧人（しばた あおと）1、
古峰　弘之（こみね ひろゆき）1、吉川　雄一郎（きっかわ ゆういちろう）1

1埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

［はじめに］2019年4月より当院に脳神経センターを開設し、急性期脳卒中に対する
受け入れ体制を重点的に整備してきた。我々の施設では、循環器救急疾患への対応
整備が十分されている一方で、脳卒中への対応整備は十分とは言えない状況であっ
た。今回、我々は循環器疾患ハイボリュームセンターにおいて新規脳卒中センター
を開設するにあたり、体制整備の過程とともに、体制整備が院内発症脳卒中へどの
ように影響したかについて報告する。［体制の整備］既存施設の中に脳神経センター
を開設し血管内治療を開始するにあたっては、血管造影装置の常時確保が重要課題
である。特に当施設のように循環器疾患ハイボリュームセンターでは難渋する傾向
があると考えられる。他科との綿密な協議を行い、フローチャートを作成すること
で、血管造影室の状況を常に把握し、早期連絡体制を整備する事で、良好な関係を
築きながら、急性期治療を迅速に行う事が可能であった。［結果］2019年4月から
2020年6月まで当院での急性期脳梗塞治療を行った症例は85件であり、平均搬入-穿
刺時間 56.9±17.0分であり、血管造影装置確保のために穿刺が遅れた症例は認めな
かった。初回10例と直近10例の平均搬入-穿刺時間では25分の差があり、継続的な
体制整備が重要であった。また、同期間の院内発症は11件であり、他科入院中の発
症は6件であり、発見-穿刺時間 58.5±7.7分であり、院内発症例においても迅速に治
療が行えた。［まとめ］今回、当院の脳神経センター開設における体制整備および
体制整備が院内発症脳梗塞に対する影響について報告した。本報告が本邦における
血栓回収施設開設の体制整備の一助になることを願う。
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DP-11-1
循環器科主体の中小規模民間病院における機械的血栓回収術の初期治
療成績
杉村　勇輔（すぎむら ゆうすけ）1、進藤　誠悟（しんどう せいご）3、
川本　佳右（かわもと けいすけ）3、波止　聡司（なみどめ さとし）4、
三浦　正智（みうら まさとも）3、松原　崇一朗（まつばら そういちろう）2、
植田　明彦（うえだ あきひこ）2、中島　誠（なかじま まこと）2

1杉村病院�脳神経内科、2熊本大学病院�脳神経内科、3熊本赤十字病院�脳神経内科、
4兵庫医科大学病院�脳神経外科

【背景と目的】当院は循環器科で緊急冠動脈形成術が行われている中小規模民間病
院である。2019年度より脳血管内治療専門医1名の常勤開始を機に、院内体制の整
備と、周辺施設との緊急治療時医師相互派遣などの医療連携を図り、機械的血栓回
収術を開始した。初年度の術成績を明らかにすることを目的とした。【方法】2019
年4月～2020年3月に主幹動脈閉塞による脳梗塞を発症し、機械的血栓回収術が施行
された全例において、患者背景、時間経過、転帰を後方視的に調べ既報告と比較し
た。【結果】26例が対象となり、男性: 18例（69.2%）、年齢: 72.5歳(中央値, 58-91歳)、
NIHSS: 21（同5-40）、ASPECTS: 8 (同３-10)、rt-PA: 11例（42.3%）、多施設からの
転搬送: 13例（50％）であった。時間経過は到着～画像: 17分 (中央値, 5-66分)、画
像～穿刺 31分（同9-69分）、穿刺～再開通 26分（同14-122分）、到着～再開通81.5分

（同 26 -156分）であった。治療成績はTICI 2b/3の再開通: 25例（96.2％）、症候性
頭蓋内出血合併: 1例（3.8％）、退院時mRS0-2: 16例（64.0％）であった。【考察】適
度な病院規模、スタッフの緊急治療対応への慣れにより、院内体制の整備は容易で
あり、時間経過は良好であった。少数例であるが、治療成績は既報告と比較して遜
色なかった。緊急冠動脈形成術が可能な体制を有する中小規模病院では、脳血管内
治療専門医の常勤と地域連携の整備により、機械的血栓回収術が標準的に施行可能
となる可能性がある。
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DP-10-12
血栓回収療法における拡散強調画像の虚血深度・範囲と再開通に伴う
出血性梗塞および転帰との関連
日野　てんゆう（ひの てんゆう）1、早川　幹人（はやかわ みきと）1,2、
秋本　大輔（あきもと だいすけ）1,3、奥根　祥（おくね しょう）1,4、
平嶺　敬人（ひらみね たかと）1、矢澤　理（やざわ おさむ）1,3、
神徳　亮介（しんとく りょうすけ）1,3、佐藤　允之（さとう まさゆき）1,3、
伊藤　喜朗（いとう よしろう）1,3、丸島　愛樹（まるしま あいき）1,3、
松丸　祐司（まつまる ゆうじ）1,2

1筑波大学附属病院脳卒中科、2筑波大学医学医療系脳卒中予防・治療学講座、
3波大学医学医療系脳神経外科、4筑波大学医学医療系脳神経内科

【目的】血栓回収療法における拡散強調画像の虚血深度や範囲と，再開通に伴う出
血性梗塞および転帰との関連を明らかにする．【方法】2015年1月～2019年12月，術
前MRIを撮影した当院の前方循環血栓回収連続52例のうち、TICI≧2bの再開通を
得、RAPIDで解析可能な症例を対象とした．DWI-ASPECTS及びRAPIDでのADC
≦620（虚血コア），≦600，≦550，≦500の体積（mL）を算出し，臨床背景や治療
内容と合わせて（1）再開通に伴う出血性梗塞（2）転帰良好（90日後mRS 0-2また
は治療前と同等）との関連を後方視的に検討した．【結果】32例が対象となり，男
性24例，年齢中央値75歳(IQR 69-82)，来院時NIHSS 16 (11-22)，発症－再開通時間
は421分（286-610）であった．（1）出血性梗塞は16例（50%）に認め，臨床背景，抗
血栓療法，tPA，治療デバイス，pass回数との関連は認めず，DWI-ASPECTSと最
も強い相関があり（AUC＝0.81），続いてADC≦620，≦600，≦550，≦500（AUC
＝0.68）の順に関連した．（2）転帰良好は19例（59%）に認め，臨床背景や治療と
の関連を認めず，ADC≦500と最も強い相関があり（AUC＝0.74），続いてADC≦
550，≦600，≦620，DWI-ASPECTS（AUC=0.66）の順に関連した．【結論】DWI-
ASPECTSが出血性梗塞に最も関連し，ADC≦500（mL）が最も転帰と関連した．



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 29

10886

DP-11-7
急性期脳梗塞に対する脳血管内治療における他科診療連携
木村　正夢嶺（きむら まさむね）1、藤原　悟（ふじわら さとる）1、
尾原　信行（おはら のぶゆき）1、角替　麻里絵（つのがえ まりえ）1、
石山　浩之（いしやま ひろゆき）1、前川　嵩太（まえかわ こうた）1、
村上　泰隆（むらかみ やすたか）1、福光　龍（ふくみつ りゅう）2、
今村　博敏（いまむら ひろとし）2、幸原　伸夫（こうはら のぶお）1、
川本　未知（かわもと みち）1、坂井　信行（さかい のぶゆき）2

1神戸市立医療センター中央市民病院�脳神経内科、
2神戸市立医療センター中央市民病院�脳神経外科

【目的】急性期脳梗塞に対する緊急再開通治療の適応が拡大しており，超高齢者や
多様な医学的背景に対して治療が行われている. これらの患者では脳卒中診療科だ
けではカバーできない合併症や併存疾患への対応が必要になるが，その頻度や内訳
に関する報告は乏しい．ほぼ100%の救急応需率を持つ総合病院における,再開通治
療後の他科診療の現状を調査した.【方法】対象は2016年4月から2019年3月に緊急再
開通治療を施行した連続例で，院内発症例は除外した.入院中に他科診療依頼した
症例をConsultation群(C群)とし，診療科及び同科による最終診断名を後方視的に
収集した.【結果】解析対象348例のうちC群は188例(54%)．コンサルテーションが
必要でなかった群と， C群を比較したが，年齢，性別，発症前mRS，血管リスク(高
血圧，糖尿病，脂質異常症)などの背景因子では差を認めなかった．解析対象とし
た24診療科の内，呼吸器外科以外の23診療科が介入していた.診療科は循環器内科
(75例)，泌尿器科(28例)，皮膚科(27例)，呼吸器内科(19例)，精神科(19例)，糖尿病
内科(16例)，心臓血管外科(14例)の順に多く，主な合併症は心不全(17例)，心房細
動(16例)，糖尿病(16例)，せん妄(14例)，神経因性膀胱(12例)，などであった．他科
の介入が必須となる重症合併症は66例(19%)であった．侵襲的な手技が必要であっ
たのは13例で，仮性動脈瘤修復,胆嚢ドレナージなどを行なっていた.【結語】急性
期脳梗塞に再開通治療を行った症例では，半数以上で他科へのコンサルテーション
を行い, 診療科は多岐に渡った．脳血管内治療を行うにあたり他科との診療連携が
必要である．
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DP-11-6
脳卒中対応不可能であった病院での、脳卒中診療ゼロからの構築 ～
超急性期脳梗塞治療について～
梶原　一輝（かじわら いっき）1、一之瀬　大輔（いちのせ だいすけ）1、
佐藤　琢紀（さとう たくのり）2、長島　彩子（ながしま あやこ）2、
泥谷　雅子（ひじや まさこ）3、三宅　美季（みやけ みき）3、
青柳　信嘉（あおやなぎ のぶよし）4、杉山　温人（すぎやま はるひと）5、
村山　雄一（むらやま ゆういち）6

1国立国際医療研究センター国府台病院�脳神経外科、
2国立国際医療研究センター国府台病院�救急科、
3国立国際医療研究センター国府台病院�４南病棟、
4国立国際医療研究センター国府台病院、5国立国際医療研究センター病院、
6東京慈恵会医科大学付属病院�脳神経外科

【はじめに】当院は精神科・消化器肝臓内科・総合内科を中心とした中規模の総合
病院（一般病棟200床/精神科病棟135床）であり、2次救急医療機関である。精神科
救急診療を行っており、精神疾患を合併した症例が多いことが特徴である。2018年
度までは人員不足にて脳卒中はほぼ対応不可能であった。2019年度より脳神経外科
専門医2名となり、本格的に脳卒中診療を開始。超急性期脳梗塞治療についてこれ
までの活動内容や結果を報告する。【活動内容・結果】これまでは軽症脳梗塞ばか
りであり、スタッフの脳梗塞の一般的知識や周術期管理方法など不十分であった。
そのためスタッフに対する指導から始めた。次に当院は「脳梗塞対応不可」と近隣
医療機関や住民に周知されていたため、広報活動も力を入れ、現在に至っている。
2019/4/1－2020/6/30の期間、当院脳神経外科に入院した脳梗塞患者は全64例（前
年度24例）。このうちtPA療法は9例、緊急でのカテーテル検査＆治療は17例であっ
た。緊急カテーテル検査＆治療のそれぞれの平均時間は、Door-Picture：平均61.7
分、Picture-Puncture：平均147.6分、Puncture-Recanalization：平均130.7分、TICI 
2b～3：10例（83％）。前述期間を初期、中期、後期で比較するとDoor-Pictureと
Picture-Punctureの平均時時間は、初期が最も遅く、症例数を重ねることで早まる
ことが実証された。【展望】脳卒中症例の多い施設と比較すると、症例数も少なく
平均時間も非常に遅い。しかし院内整備を行っている成果もあり、院内全体の意識
改革を行うことができ、徐々に早くなってきている。今後も引き続き院内整備を
行っていき、中規模病院ならではの時間短縮を目指していきたい。

10138

DP-11-5
血栓回収手技の院内統一の効果
福田　真紀（ふくだ まき）1、政平　訓貴（まさひら のりたか）1、
山崎　大智（やまさき だいち）1、近藤　雄一郎（こんどう ゆういちろう）1、
津野　隆哉（つの たかや）1、西村　裕之（にしむら ひろゆき）1

1高知県・高知市病院企業団立高知医療センター脳神経外科

【はじめに】現在、急性期血行再建術を行う際に使用できるデバイスとして、吸引
カテーテル、ステントリトリーバーが発売されている。当院では、誰でも一定の治
療成績が得られることを目的に2015年8月以降、血栓回収の手順を統一し治療にあ
たっている。現在デバイスの種類も増え、術者も一部異動などで変わっているが、
手技統一により治療成績が保たれているか調査した。初期の2015年8月から2016年7
月までの1年間(A群)と最近の2019年1月から12月までの1年間(B群)で、急性期血行
再建術を行った前方循環閉塞症例において、1 pass TICI 3達成した症例数、P to 
R(Puncture to recanalization) timeを比較検討した。【方法】親カテーテルは9Frバ
ルン付ガイディングカテーテルを用い、血管閉塞部位がIC、M1の場合は大口径吸
引カテーテルを用いたADAPT、M1/M2分岐部以降はステントリトリーバーを用い
た血栓回収術を第一選択とした。【結果】前方循環閉塞症例はA群27例、B群38例、
TICI3達成症例はA群12例、B群18例であった。このうち1 pass TICI3達成はA群
10例、B群7例、P to RはA群26.5分(IQR:20.5,32.8)、B群21.0分(IQR:21.0,22.5）、P=0.14
と有意差はないが、B群のほうがP to Rが短い傾向にあった。【結語】デバイス、手
技を統一することで、術者が異なっても、1 passでTICI3を達成することは可能で
あった。また、治療にあたるスタッフ全体の習熟度が増すことでP to Rの短縮が得
られている可能性がある。

10691

DP-11-4
当地域での高齢者の急性期血栓回収療法
宇野　哲史（うの てつじ）1、坂本　誠（さかもと まこと）1、
網崎　秀史（あみさき ひでふみ）1、桑本　雄平（くわもと ゆうへい）1、
清水　剛（しみず つよし）1、中島　定男（なかじま さだお）1、
鳥橋　孝一（とりはし こういち）1、神部　敦司（かんべ あつし）1、
黒崎　雅道（くろさき まさみち）1、吉岡　裕樹（よしおか ひろき）2

1鳥取大学脳神経外科、2鳥取県立中央病院脳神経外科

急性期血栓回収療法は，エビデンスの蓄積に伴い標準治療として浸透してきた．鳥
取県では高齢化率が30%を超え，山間地では50%を超えている町もあり，高齢者に
適応される例が今後も増えていくと予想される．
鳥取県西部の拠点病院である当院での，血栓回収ステントが保険適応となった2014
年から2019年までの，75歳以上の高齢者に施行した急性期血栓回収療法について検
討した．
この期間中，91例に急性期血栓回収療法を行い，うち75歳以上の高齢者は51例（56%）
だった．TICI 2B以上は約80%で，まずまずの再開通率が得られているが，退院時
のmRS 0-2は約25%と不十分な結果であった．退院時死亡は約10%だった．
高齢者以外では，再開通率はやや劣るものの，退院時のmRS 0-2は約40%，退院時
の死亡は0%だった．再開通までの時間は大きく変わらないため，成績の差は，も
ともとの全身状態の影響が大きいと考えられた．
また，成績不良の要因として，Door to puncture timeがあまり短縮できていない事
が挙げられる．当初は中央値180分以上で，現在は100分程度に短縮されているが，
短縮の余地は残る．Puncture to recanalization timeは，まだ中央値で40分以上だ
が，年々短縮傾向にあり，ラーニングカーブやデバイスの進歩が影響していると考
えられる．しかし，Door to recanalization timeの目標を60~90分と謳っている施設
が多いなか，今後の当院の院内体制の強化は必須で，救急医，神経内科医，放射線
技師，看護師とone teamとなり，当院に適した方法の模索が求められる．
急性期血栓回収療法を標準治療として提供するには，当院の体制はまだ不十分であ
るが，拠点病院の役割を全うできるよう，さらなる研鑽が必要である．
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DP-12-1
ｏｎ ｃａｌｌ２４時間体制にて脳卒中治療、血栓回収療法を施行施
設における病院前脳卒中病型判別システムの導入の成果
市橋　鋭一（いちはし としかず）1、梅津　正成（うめず まさなり）1、
松尾　州佐久（まつお しゅうさく）1、北村　拓海（きたむら たくみ）1、
鳥飼　武司（とりがい たけし）1

1中東遠総合医療センター�脳神経外科

中東遠医療圏は、静岡県西部５市１町で人口約４７万、各公立病院と、２つの基幹
病院があり、中東遠総合医療センターは脳卒中の機能分担を担う唯一の病院である。
すべての脳卒中疑いを含む救急搬送患者は一度、地元の市中病院に搬送され、画像
診断後、当院へ再搬送される。しかし、発症から市中病院経由、当院搬送（OT2D）
までの時間に地域差や発症時間帯によるばらつきがかなりあるため、主幹脳動脈閉
塞患者等をスクリーニングする病院前脳卒中病型判別システムの導入を検討した。
また、当院搬送から治療開始（DTP）が、搬送時間帯によりかなりばらつきがあ
り、outcomeにも影響した。更に、院内発症患者の予後不良例が多く散見された。
今回我々は、人口約４７万の医療圏内での、脳卒中治療医が２４時間院内常時駐在
していないOn call ２４時間体制の医療機関において、病院前脳卒中病型判別シス
テムの導入前後の検討と当院での人員配置、各部署の技量体制を検討して、ORT特
にDTP短縮への成果ついて、検討する。
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DP-11-10
COVID-19診療体制下における緊急血管内治療の経験
道脇　悠平（みちわき ゆうへい）1、田中　達也（たなか たつや）1、
若宮　富浩（わかみや とみひろ）1、田部井　勇助（たべい ゆうすけ）1、
左村　和宏（さむら かずひろ）1、末廣　栄一（すえひろ えいいち）1、
河島　雅到（かわしま まさとう）1

1国際医療福祉大学成田病院脳神経外科

緒言）当院はCOVID-19へ対応すべく2020年３月に開院を早め、積極的に患者を受
け入れてきた。緊急手術を要する患者に対するCOVID-19のscreeningについては明
確な指標に乏しい現状にある。今回、緊急事態宣言発令中の間に当科で行った緊急
血管内治療の症例について検討した。症例）症例1：75歳、男性。右片麻痺にて搬
送され、NIHSS 12点の左M2閉塞と診断した。発熱なく、胸部CTからCOVIDは否
定的であったが、「緊急入院患者全例にPCR検査を行う」という当院の当時の規定
に則ってPCR検査を行った。血栓回収術を施行し（D2P 94分）、術後経過は良好で
あった（mRS0）。術翌々日にPCRの陰性を確認した。症例2：76歳、女性。意識障
害にて搬送され、前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血を認めた。胸部CTで結節
影を認め、典型的なCOVIDの所見ではなかったが、PCRを施行した。PPEを装着
して挿管などの処置を行い、コイル塞栓術を施行した。術翌日にPCRの陰性を確認
した。症例3：71歳、男性。左不全麻痺にて搬送され、NIHSS 6点で、CTAで右内
頚動脈の高度狭窄を認めた。rt-PAを投与したが（D2N 32分）麻痺が悪化したため
緊急CASを施行した（D2P 125分）。来院後すぐにLAMP法を提出し、CAS施行前
にCOVID陰性を確認できた。術後は経過良好であった（mRS0）。考察）脳卒中と
COVIDの間での診療は非常に煩雑であった。従来のPCR法では、緊急手術までに
その結果が明らかになることは考えにくい。一方で、LAMP法では数十分で結果が
判明するため、遅滞なく脳卒中治療を行う上で有用であった。With corona時代に
おける脳卒中診療では、迅速なCOVID診断ツールが必須であると考える。

10014

DP-11-9
血清クレアチニン値の測定時間の短縮化が急性期血行再建療法に与え
る影響
山内　利宏（やまうち としひろ）1、橋本　憲一郎（はしもと けんいちろう）2、
鈴木　浩二（すずき こうじ）2、松浦　威一郎（まつうら いいちろう）1、
大竹　沙織（おおたけ さおり）1、桝田　宏輔（ますだ こうすけ）1、
相川　光広（あいかわ みつひろ）2、古口　徳雄（こぐち よりお）2、
宮田　昭宏（みやた あきひろ）1

1千葉県救急医療センター脳神経外科、2千葉県救急医療センター脳神経内科

【目的】当院の定期機種変更に伴い、2019年10月1日に血清クレアチニン値(s-Cre)の
迅速測定が可能な血液ガス測定機の運用が開始された。今回我々は、機種変更前後
６カ月に行った急性期血行再建治療における主に時間経過を後方視的に比較検討し
た。【対象・方法】当院に直接搬送され、アルテプラーゼ静注療法又は経皮的血栓
回収療法を行った患者。s-Creの迅速測定器はABL800 FLEX (RADIOMETER社）
を使用した。2019/10/1より前を前期群、以降を後期群に分類した。検討項目は、来
院からs-Cre報告までの時間、D2N,D2Pを計測した。【結果】前期群：9名・後期群：
14名であった。両群を比較すると、来院からs-Cre報告までの時間は25から5分と約
20分の短縮、IV-tPAの介入率は33から64％と増加、D2Nは68から40分と約20分の
短縮、D2Pは67分から50分と約20分の短縮となった。【考察】当院はCT firstで急
性期血行再建治療を行っており、多めの造影剤を使用する上で術前腎機能評価を重
要視している。本機種では静脈血を血液ガス分析しており、単純CT確認中に結果
が電子カルテ上に表示される。そこで造影剤の使用量を考慮し、CT還流画像撮影
を行わず少量の造影剤で血栓回収療法を行うことも少なくない。今回の検討では来
院から治療開始まで凡そ20分の時間短縮を得た。当院での血栓回収1手技分の時間
の短縮であったことから、s-Creの迅速測定は急性期血行再建治療に有用であると
考えられた。【結論】s-Creの測定時間の短縮化は、急性期血行再建治療を行う施設
での必要かつ有用な院内体制整備である。しかし、高額機器導入が必要であるので、
病院全体のニーズを忖度する必要がある。

10972

DP-11-8
院内発症脳梗塞に対する血管内治療の検討
中井　紀嘉（なかい のりよし）1、古田　恭寛（ふるた やすひろ）1、
小野村　仁美（おのむら ひとみ）1、清水　貴洋（しみず たかひろ）1、
稲垣　良輔（いながき りょうすけ）1、鈴木　淳一郎（すずき じゅんいちろう）1、
西田　卓（にしだ すぐる）1、伊藤　泰広（いとう やすひろ）1、
寺西　隆雄（てらにし たかお）2、熊井　惟志（くまい ただし）2、
高亀　弘隆（こうかめ ひろたか）2、大枝　基樹（おおえだ もとき）2

1トヨタ記念病院�脳神経内科、2トヨタ記念病院�脳神経外科

【背景】院内発症脳梗塞では市中発症脳梗塞と比較して予後不良であることが報告
されている。一方、近年急性期脳梗塞に対する血管内治療が広く普及するように
なったものの、院内発症脳梗塞に対する血管内治療についての報告は少ない。【目
的】当院での院内発症脳梗塞に対する血管内治療の治療開始時間と治療成績、合併
症について検討した。【対象と方法】当院で2016年01月から2019年12月の4年間に血
管内治療を施行した発症8時間以内の急性期脳梗塞患者を対象とし、そのうち院内
発症脳梗塞患者の背景、発症から治療開始までの時間、治療成績を検討した。【結
果】全例44例中、院内発症脳梗塞患者12例（27.3%）であった。入院時の疾患は脳
梗塞6例、虫垂炎手術後1例、肺癌2例、膀胱癌1例、急性心不全1例、アブレーショ
ン後1例。平均年齢72歳、平均NIHSS 20。閉塞血管は内頚動脈6例、中大脳動脈4例、
前大脳動脈1例、脳底動脈1例。発症（最終健在確認時刻）から発見までの時間は42
分、発見から治療開始までの時間は108分であった。再開通率率（TICI 2b-3）は9
例（75%）、3ヶ月の転機良好例（mRS 0-2）は4例（33.3%）。治療に伴う合併症は術
中くも膜下血腫2例であった。同時期に治療した市中発症脳梗塞例と比較して発症
から治療開始までの時間は院内発症脳梗塞で短いものの（150分 vs. 219分、p=0.006）、
治療成績に差は見られなかった（33.3% vs. 40%、p=0.78）。【結論】院内発症脳梗塞
では発症から治療開始までの時間は短縮するものの、治療成績に変化はなかった。
もともと入院を要する基礎疾患があること、とくに脳梗塞での入院症例では神経症
状を有していることが原因と考えられた。
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DP-12-5
脳血栓回収療法ドクターヘリ搬送症例の検討
鈴木　一郎（すずき いちろう）1,2、木村　健介（きむら けんすけ）2、
森　仁志（もり ひとし）2、佐藤　加奈子（さとう かなこ）1、
西澤　威人（にしざわ たけと）1、川村　強（かわむら つよし）1、
野田頭　達也（のだがしら たつや）2、今　明秀（こん あきひで）2

1八戸市立市民病院脳神経外科、2八戸市立市民病院救命救急センター

【背景】地方の限られた医療資源の中でより多くの患者に脳血栓回収療法を提供可
能にすることは重要な課題である。当院ではドクターヘリを活用して遠隔地患者の
脳血栓回収療法に取り組んできた。救急科と連携し病院に搬送されてくるまでに診
察、採血、ライン確保、同意取得、チームアクチベーションをして時間短縮に努力
してきた。今回ドクターヘリ搬送後脳血栓回収療法が行われた症例について救急車
搬送症例と比較し検討したので報告する。【対象・方法】2017年4月-2019年3月に当
院に搬送され発症24時間以内の脳主幹動脈閉塞に対して脳血栓回収療法が行われた
連続69症例について、ドクターヘリ搬送 (H)群14症例と、救急車搬送 (A)群55症例
に分けて、臨床像、距離、時間経過、90日後modified Rankin’s scale(mRS)につい
て後方視的に解析を行った。【結果】(H群 vs A群、各値は中央値)、覚知から来院
までの時間(50.5分 vs 31.0分, P=0.0004)、直線距離（28.3km  vs  4.6km,  P＜0.0001）、
日勤帯の搬送(100％ vs 56.7％, P=0.0013)、発症から再開通までの時間(232分 vs 195
分, P＜0.0001)は有意差を認めたが、臨床像、転院搬送(7.1％ vs 1.8％)、穿刺から再
開通(43分 vs 62分)、来院から再開通（96分 vs 115分）および90日後mRS0-2の割合
(57.2％ vs 50.9％)は有意差を認めなかった。【結語】H群の転帰は比較的良好で、ド
クターヘリ搬送は、天候不順時、夜間は不能となるものの、遠隔地患者の脳血栓回
収療法に有用であると考えられた。
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DP-12-4
ドクターヘリで脳卒中急性期治療の地域格差を無くせるか
西牟田　洋介（にしむた ようすけ）1、貞村　祐子（さだむら ゆうこ）1、
川原　団（かわはら だん）1、宮下　史生（みやした ふみお）1、
重畠　裕也（しげはたけ ゆうや）1、徳浦　大樹（とくうら だいき）1、
佐藤　雅紀（さとう まさのり）1、細山　浩史（ほそやま ひろし）1、
山田　正彦（やまだ まさひこ）1、時村　洋（ときむら ひろし）1、
吉本　幸司（よしもと こうじ）2

1鹿児島市立病院脳卒中センター脳神経外科脳神経内科、2鹿児島大学脳神経外科

【目的】脳卒中急性期治療（特に血栓回収（以下MT））は、都市と地方、さらに地
方においても各地域によって格差があるのが現状である。当院はドクターヘリ（以
下DH）を運用し、脳神経内科と合同で鹿児島県ほぼ全域をカバーしている。DHの
活用でその地域格差を無くせているかを検証した。【方法】2016/4-2019/9にMTを
行った院外発症前方循環70例、そのうちDHにより搬送された症例は18例(25.7%)
あった。今回はDHのスキームに占めるMTの割合、経過時間について検討した。

【結果】DHによる脳血管障害Uターンは220/467(44.3%)、そのうちMTを行ったも
のは18/220(8.2%)であった。発症から病院着(以下O2D)までDH群64分、非DH群90
分（中央値）、発症から再開通(以下O2R)までDH群153.5分、非DH群196分（中央
値）であった。【考察】当院では、DHとのシームレスな連携のために、チェックリ
ストの作成、継続的なヘリスタッフとの話し合い(月1回)を行ない、施設集約のた
めに脳神経内科医と合同で脳卒中に対応している。そのためDHによる当院へのU
ターン率は44.3%と他疾患(27.0%)より明らかに多い。Uターン症例のうち8.2%にMT
がなされ、的確な病院前診断、搬送先選択が行われていた。またO2D、O2Rを見て
も、他経路からの時間と遜色なかった。DH症例に関して、的確な病院前診断、搬
送先選定と通常のMTが可能であり、DHを運用する脳卒中センターへの症例集約
は有効である。ただし要請において地域格差があり、その要請数はまだまだ少ない。
また運行時間外の患者の搬送手段などDH自体の問題もあり、格差をなくすまでに
は至っていない。【結語】DH運用施設への症例の集約は、地域格差を減らすことに
大きな可能性がある。
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DP-12-3
脳血栓回収療法に対するドクターカーの有用性
林　哲哉（はやし てつや）1,2、鈴木　一郎（すずき いちろう）2、
木村　健介（きむら けんすけ）3、森　仁志（もり ひとし）3、
佐藤　加奈子（さとう かなこ）2、西澤　威人（にしざわ たけと）2、
川村　強（かわむら つよし）2、野田頭　達也（のだがしら たつや）3、
今　明秀（こん あきひで）3

1東北大学病院卒後研修センター、2八戸市立市民病院脳神経外科、
3八戸市立市民病院救命救急センター

【目的】ドクターカー搬送システムとは、ドクターカーで現場あるいは現場近くま
で医師を派遣し、救急救命士と協力して現場、あるいは救急車内で患者の診療、治
療を開始し、継続しながら救急車で患者を病院に搬送するシステムである。当院で
は7-23時で運用している。医師が病院前で患者の診察を開始、病院までの搬送中に、
採血、ライン確保、同意書取得、チームアクチベーションなどを行い時間短縮に取
り組んできた。今回脳血栓回収療法に対するドクターカーの有用性について検討し
た。【方法・対象】2017年4月から2019年3月まで当院に救急搬送され発症24時間以
内に脳主幹動脈閉塞に対して血栓回収療法が行われた連続69例のうちドクターヘリ
搬送症14例を除いた救急車搬送症例55例について、ドクターカー搬送システムを用
いたD群46例と用いなかったnD群9例にわけて臨床像、時間経過、90日後modified 
Rankin’s scale(mRS)について後方視的に解析を行った。【結果】 Door to CT(5.5 vs 
19分, P＜0.0001)、D2P（37 vs  84分, P=0.0419）、D2R(99 vs 177分, P=0.0284) (D群 
vs nD群、各値は中央値)は有意にD群で早く、t-PA投与はD群で有意に多かった

（69.6% vs 22.2%）。年齢、男女比、閉塞血管部位、TICI2b-3の割合(87% vs 100%)お
よび90日後mRS0-2の割合(50.0% vs 55.6%)(D群 vs nD群)は有意差を認めなかった。

【結語】ドクターカー搬送システムは脳血栓回収療法においてDoor to CT、D2P、
D2Rを短縮し有用である可能性が示唆された。
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DP-12-2
埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク(SSN) 前後の血行再建術の治
療成績
古市　眞（ふるいち まこと）1、金沢　優（かなざわ ゆう）2、
大山　健太郎（おおやま けんたろう）1,2、小澤　祥成（おざわ よしなり）1,2、
下田　健太郎（しもだ けんたろう）1、加納　利和（かのう としかず）1、
吉野　篤緒（よしの あつお）2

1川口市立医療センター、2日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野

【背景】急性期脳梗塞患者をトリアージして治療可能な病院に適切に搬入するため, 
2018年から埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク (Saitama Stroke Network: SSN) 
が正式に運用された. このSSNは発症から7時間以内の脳梗塞が疑われた患者を血行
再建術可能な直近の基幹病院に搬送する救急システムである. 【目的】当院において
SSN運用前後の血行再建術の治療成績について検討した. 【方法】2016年から2019年
に最終健常時刻から24時間以内に血行再建術を実施した88例を対象とした. 患者背
景（性別, 年齢, NIHSS, ASPECTS, 閉塞部位, 病型）, 来院から再開通までの時間, 
治療成績をSSN開始前の前期群 (n=35) と開始後の後期群 (n=53) に分けて後方視的
に比較検討した. 【結果】血行再建術の治療件数は2016年 24例, 2017年 22例, 2018年 
29例, 2019年 41例と, 2018年のSSN運用以降, 急激に増加した. 後期群で穿刺から再
開通までの時間が有意に短縮した (59分 vs 33分, p=0.002). しかし, 来院から穿刺の
時間 (60分 vs 64分), TICI 2b/3の再開通率 (74% vs 88%), 退院時mRS 0-2 (40% vs 
28%) は有意差を認めなかった. 後期群においてSSN搬入症例 (n=26) とSSN以外の
症例 (n=27) を比較すると, 来院から穿刺までの時間は有意に短縮され (72分 vs 54
分, p=0.040), TICI 2b/3の再開通率が有意に高かった (76% vs 100%, p=0.008). 【結
語】SSNの運用開始以降に治療件数が増加し, 院内の取り組みが強化されて, SSNは
来院後の時間短縮に貢献したと考えられた. 発症時刻不明や転送例などSSN適応外
の症例に対しても救急連携を強化していくことが時間短縮には必要である.
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DP-13-2
特発性総頚動脈解離による脳梗塞の１治療例
中川　将徳（なかがわ まさのり）1、横内　哲也（よこうち てつや）1、
秋本　貴子（あきもと たかこ）1、手島　啓幾（てしま よしあき）1、
平元　周（ひらもと まこと）1

1横浜総合病院脳神経外科

既往歴：心房細動
現病歴：右麻痺、失語状態で発見され搬送された。来院時、左共同偏視、右麻痺、
失 語、NIHSS23点。 頭 部 MRI で DWI 上、 左 前 頭 葉 に 淡 い 高 信 号 域 を 認 め
D-ASPECTS10点、MRAで左IC閉塞を認めた。t-PAを静注しながら血栓回収療法
を開始した。左CCAGで左ICは起始部から造影されず、子カテを左ICに誘導する
と末梢還流は良好だった。再度CCAGを行うとICが一部再開通していた。IC起始
部に大きな血栓が存在すると判断し、8F FlowGateをIC起始部まで誘導し、バルー
ン拡張下に親カテから直接吸引を行ったが血栓は吸引できなかった。CCAGでICの
再開通を認め、末梢塞栓もなかったが、IC起始部に解離を認めた。10分後に解離の
進行がないことを確認し終了した。術翌日には右麻痺、失語が著明に改善し、NIHSS1
点となった。頭部MRAで左ICの完全再開通、DWIで左MCA領域にhigh spotsを
認めた。頚部MRA、3DCTAで左CC全長にわたり解離所見を認めた。偽腔はCC
起始部でentryを形成しIC分岐後数センチ末梢でre-entryを形成していた。頚動脈
エコーで真腔、偽腔ともに順行性血流でdouble barrelとなっていた。以後、抗凝固
療法下で経過観察中、偽腔の軽度拡張はあるものの明らかな瘤化はなく、新たな脳
梗塞も起きていない。
考察：
１．本症例では左CC起始部からIC起始部まで解離が起き、ICで偽腔が真腔を閉塞
したため脳梗塞を発症した。
２．血管内治療の際、左IC起始部で真腔からバルーンを拡張し吸引したことにより
偽腔にre-entryが形成され、結果的に偽腔のカテーテル開窓術を行うこととなった。
結論：稀な特発性総頚動脈解離による脳梗塞の１治療例を経験した。
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DP-13-1
AISを発症したCovid19陽性患者の血栓病理
木下　由宇（きのした ゆう）1、野田　公寿茂（のだ こすも）1、
藤澤　孝志（ふじさわ たかし）2、原口　健一（はらぐち けんいち）1、
千田　大樹（ちだ だいき）1、渡辺　定克（わたなべ さだよし）1、
近藤　智正（こんどう ともまさ）1、宮崎　貴則（みやざき たかのり）1、
太田　仲郎（おおた なかお）1、徳田　禎久（とくだ さだひさ）1、
上山　博康（かみやま ひろやす）1、谷川　緑野（たにかわ ろくや）1

1札幌禎心会病院�脳神経外科、2札幌禎心会病院�病理診断科

【序論】今回我々はAISを発症したCovid19患者にて機械的血栓回収を施行しその血
栓病理を詳細に検討したため報告する。【症例】64歳の男性。２週間前からの感冒
症状と当院来院２日前に37.8度の熱発と上気道症状あり近医を受診し鎮咳薬を処方
され自宅で経過を見ていた。２日後の朝起床直後に左片麻痺を発症し救急要請し当
院搬送となった。来院時NIHSS 6, 失語を認めMRIを施行したところ左M１閉塞を
認め、D-ASPECT 10であった。Covid19陽性の可能性があったためPCR検査を提出
しfull PPEの対応でt-PAおよび血栓回収を行った。【臨床経過】O2D 46分、D2N 50
分、D2P  90分、P2R 20分にてTICI 2bの再開通を得た。再開通後のMRIは閉塞血
管以外にも多発した微小梗塞を認めたが術後NIHSSは0まで回復しCovid-19陽性が
判明したため専門医療機関に転院し保存的に加療され２回のPCR陰性を確認した後
に当院に再入院となった。再入院後も肺炎などの症状なく経過良好でPOD5にて
mRS0で自宅退院となった。【血栓病理】機械的血栓回収にて回収した血栓の病理所
見は血小板血栓主体の白色血栓にリンパ球の浸潤が目立った。【考察】Covid19陽性
患者の血栓は白色血栓であった。通常白色血栓は血小板血栓内に好中球浸潤が目立
つ。しかしながらCovid19陽性患者の血栓内には血小板血栓の中にリンパ球浸潤と
複数の赤血球と繊維芽細胞の集合を核とする集合体が見られた。これらは
Coronavirusを貪食するために誘導されたリンパ球とおよび誘導された繊維芽細胞
の集簇はサイトカインの異常が示唆されこれらが血栓傾向の一因である可能性があ
る。
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DP-12-7
沖縄県立病院における病院間転送を伴う血栓回収療法の現状と課題
合田　敏章（ごうだ としあき）1、後藤　克宏（ごとう かつひろ）1、
根路銘　千尋（ねろめ ちひろ）1、竹下　朝規（たけした とものり）1、
長嶺　知明（ながみね ともあき）1

1沖縄県立南部医療センター・こども医療センター脳神経外科

【背景】当院は沖縄県南部地域に位置する、県立病院で唯一の血栓回収療法実施施
設であり、その半数以上を中北部地域からの転送症例が占めている。一般的に、転
送例では血栓回収療法開始までの時間が長く、術前にtPA静注療法が終了している
ことも多い。そのため、直接搬送例とは異なる治療戦略が必要になる可能性がある。

【方法】2018年1月から2020年6月の間に当院で急性期脳梗塞に対し血栓回収療法を
行った連続84症例を対象とした。直接搬送群35例、転送群49例に分け、患者背景や
予後等について後方視的に検討した。【結果】両群間で患者背景、入院時臨床所見、
tPA静注療法施行率、有効再開通率、3ヶ月後mRSに有意差はなかった。発症から
当院搬送までの時間は転送群で有意に長かった（中央値 140分 vs 311分, P＜0.001）。
転送群でアテローム血栓性脳梗塞が多い傾向にあった（17.1% vs 34.7%, P=0.087）。
tPA静注療法が行われた25例（直接搬送群11例、転送群14例）での検討では、転送
群でNIHSSが有意に高く（中央値 17 vs 22, P=0.020）、症候性頭蓋内出血は転送群
のみでみられた（2例）。【結論】転送例でのtPA静注療法については、出血性合併
症のリスクが上昇する、アテローム血栓性脳梗塞であった場合に緊急ステント留置
術が施行しにくくなるなどのデメリットが生じる可能性があり、より慎重な適応判
断が必要かもしれない。

10330

DP-12-6
当院における脳卒中ホットライン体制～本土及び離島発症急性期脳梗
塞に対するDrip, Ship, Retrieveへの効果
小川　由夏（おがわ ゆか）1、塩崎　絵理（しおざき えり）1、
諸藤　陽一（もろふじ よういち）1、日宇　健（ひう たけし）1、
原口　渉（はらぐち わたる）1、川原　一郎（かわはら いちろう）1、
中道　親昭（なかみち ちかあき）2、岩永　洋（いわなが ひろし）3、
本田　和也（ほんだ かずや）1、伊藤　健大（いとう たけひろ）1、
小野　智憲（おの とものり）1、堤　圭介（つつみ けいすけ）1

1長崎医療センター脳神経外科、2長崎医療センター救急科、
3長崎医療センター神経内科

【目的】当施設は県央ならびに離島地域診療の中核を担う急性期病院であり、遠隔
画像伝送システム及び24時間ヘリ搬送体制によりhub施設として離島の救急患者に
対応しているが、脳卒中診療医師の数的不足や、急患対応における時間短縮は依然
大きな課題である。解決策として1.救急医初動の脳卒中ホットラインシステム 
(N-SHOT:2014～ )、2.非脳卒中専門内科医初動の離島地域脳卒中ホットライン 
(I-SHOT:2017～)を導入した。地方都市における脳卒中診療体制の試みについて報
告する。【方法/成績】1.N-SHOTは初動を救急専従医が担当し、SHOT担当医 (脳
外科/神経内科) 到着までの間、救急医が受け入れ準備と初療にあたる。導入前後
の比較でrt-PAは24件から88件に増加、door-to-needle timeは84分から75分に短縮
され、血栓回収療法は2014年以降119件と増加した。2.専門医皆無の離島地域では、
内科医と当院救命医との連携による初動後、並行してSHOT担当医へ連絡が入る
I-SHOTが開始された。導入前7年間でDrip & Shipは20例であったのに対し、導入
後の2年間では29例と急増、Ship/retrieveは17例で施行された。離島発症群の転帰
良好例の割合は、本土群と有意差はなかった。【結論】D2N/D2P/D2R timeの短縮
や再開通率向上等の重要な課題は未だ残るが、救急医が初動するN-SHOT、及び離
島における非脳卒中専門医初動のI-SHOTは各部署との間でも円滑に運用され、
rt-PA及び血栓回収療法例の増加に寄与している。
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DP-13-6
吸引カテーテルを“フード”として使用し、ステントで把持した血栓
を回収した一例
藤田　大義（ふじた たいぎ）1、村上　敏春（むらかみ としはる）1、
小谷　有希子（こたに ゆきこ）1、正畠　良悟（しょうばたけ りょうご）2、
熊澤　綾（くまざわ あや）2、清水　久央（しみず ひさお）2、出口　潤（でぐち じゅん）1、
徳永　英守（とくなが ひでもり）1、高橋　信行（たかはし のぶゆき）2、
二階堂　雄次（にかいどう ゆうじ）1

1市立奈良病院脳神経外科、2市立奈良病院脳神経内科

【はじめに】血栓回収後のくも膜下出血（Subarachnoid hemorrhage:SAH）はある
一定の確率で起きうる。たとえ無症候性であってもSAHが生じると、術中であれ
ば手技中断を余儀なくされ、術後に判明した場合は、有効再開通に至っていても出
血拡大を危惧して二次予防としての抗血栓療法の開始が遅延し天気がより不良のも
のになる。今回ステントリトリーバーと吸引カテーテルを併用で使用した時に、中
大脳動脈の強い血管偏位を認め、出血リスクが高いと判断し、吸引カテーテルを内
視鏡フードのようにみたてて血栓を把持しているステントごと回収することで、出
血合併症なく治療が冠水できたため報告する。【経過】症例は83歳女性、当院での
親縁性脳塞栓症の治療歴ありエドキサバン30mg内服中。朝食中に突然の意識障害、
右上下肢麻痺、左共同偏視、全失語を認め発症約1時間で救急搬送。頭部CTAにて
左中大脳動脈閉塞を認め、心原性脳塞栓症に対してt-PA治療後に結構再建術を予定
した。ステントリトリーバーと吸引カテーテルを併用して血栓回収を行った。【考
察】SAHの原因としては、造影で確認できない閉塞血管においてステント展開によ
る血管穿孔、ステントリトリーバーを回収する際に中大脳動脈から内頚動脈が直線
化することで、血管壁に負担がかかることが原因とされている。今回の方法の利点
はステントリトリーバー回収時の血管偏位を最小限として周囲小血管の損傷を防ぐ
こと、またステントリトリーバーが血管壁を損傷する距離がより短いことなどが考
えられる。SAHの予防という観点からは吸引カテーテルの併用方法について検討す
る必要があると考えられる。

10953

DP-13-5
急性期主幹動脈閉塞による脳梗塞に対する、ステント型血栓吸引不成
功後のバルーンによる血管形成術
前田　佳一郎（まえだ けいいちろう）1、越智　崇（おち たかし）1、
後藤　芳明（ごとう よしあき）1、坂口　雄亮（さかぐち ゆうすけ）1、
吉田　拓也（よしだ たくや）1

1会津中央病院脳神経外科

【目的】急性期主幹動脈閉塞に対しての機会的血栓除去術の有効性に疑いはないが、
動脈硬化性狭窄による主幹動脈閉塞では不成功に終わることを経験する。このよう
な症例に対して、バルーンによる頭蓋内血管形成術を続いて施行した例をあげ、成
績や問題点を検討した。【方法】当院で2019年1月から2020年5月に経験した5例で検
討した。男性3例女性2例で、年齢は52歳から86歳、治療前の NIHSSは6から19点、
1例のMRI施行不可の例を除くDWI-ASPECTは7から9であった。M1閉塞4例には 
Solitare 6*40mmを、 M2閉塞1例にはSolitare 4*40mmを使用して再開通を試みたが
再開通が得られず続けていずれの症例でも Gateway 2*9mmにて血管形成を行った。

【成績】55歳男性の M2閉塞と82歳女性のM1閉塞例で良好な予後であったが、52歳
男性、83歳女性と86歳男性の2例で予後は不良であった。前者では後者より術前
NIHSSが低かった。予後不良の3例でも血管形成術直後は再開通が得られたが、い
ずれも数分から数時間後には閉塞してしまった。出血の合併症はなかった。【結論】
急性期主幹動脈閉塞に対する頭蓋内血管形成術の有効性に関してはいまだはっきり
したエビデンスはなく、出血のリスクもあるためその適応には慎重である必要があ
る。ただ保存的治療の予後は不良であるため、機械的血栓回収術の不成功例に対し
て小口径のバルーンで血管形成術を施行することは考慮してもいいのかもしれない。
ただ再開通後の再閉塞も多くこの克服が予後改善には必要と思われた。

10056

DP-13-4
血栓回収術において, anomaly合併の問題点
堀井　亮（ほりい りょう）1、福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、
坂井　千秋（さかい ちあき）1、今村　博敏（いまむら ひろとし）1、
後藤　正憲（ごとう まさのり）1、福光　龍（ふくみつ りゅう）1、
春原　匡（すのはら ただし）1、松本　調（まつもと しらべ）1、
大村　佳大（おおむら よしひろ）1、秋山　智明（あきやま ともあき）1、
福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、坂井　信幸（さかい のぶゆき）1

1神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

【緒言】当院における罹患血管領域にanomalyを認めた急性主幹動脈閉塞症例を抽
出し, 再開通療法に関連する問題点を検討した.【対象】当院で2015年４月１日から
2020年3月31日までに血管内治療を行った急性主幹動脈閉塞458症例.【結果】対象群
のうちで罹患血管領域にanomalyを認めた症例は4例であった. 1例は閉塞部位, 2例
は閉塞部位の近位側, 1例は遠位側にanomalyを認めた.【代表症例】52歳女性. 突然
の呂律障害, 失語を認め当院へ救急搬送された. 来院時, 左共同偏視, 失語, 右上下
肢完全麻痺を認め, 頭部CTAにて左内頚動脈終末部の閉塞が疑われた. Hbが5.9 g/
dLと高度貧血を認めたためtPAは投与せず, 急性再開通療法の方針とした. 左中大
脳動脈近位部の造影欠損像を認めたため, SL-10にて病変を通過させ, TronFX (4*20)
で血栓回収を試みたが, 再開通を得られなかった. 次にRebarで病変を通過させたと
ころ, 1pass目と異なる経路で閉塞部を通過するとともに造影欠損部の拡大を認め
た. 動脈解離または血栓化の進行を疑いアスピリン200mg, オザグレルナトリウム
80mgを静脈投与した. 経時的に順行性血流の改善を認めたため, 追加治療は行わず
手技を終了した. 発症9日目の脳血管撮影検査にて, 閉塞部の一部再開通及び同部位
にfenestrationを認めた. 高度貧血による凝固異常を背景に同部位の部分閉塞をきた
したものと診断した. 経時的に画像再検を行い, 所見に変化がないことを確認し, 発
症35日目に回復期リハビリテーション病院へ転院となった.【考察】罹患血管領域に
anomalyを伴った急性主幹動脈閉塞症例について, 閉塞部位との関係性及び治療戦
略への影響を中心に, 各anomalyの文献的考察を加えて報告する.

10019

DP-13-3
総頚動脈の硬くて巨大な血栓を多段階の回収で完全回収しえた1症例
石田　敦士（いしだ あつし）1、朝来野　佳三（あさくの けいぞう）1

1森山記念病院脳神経外科

最近の吸引カテーテルの進化により、以前は回収できなかった内頚動脈の比較的大
きな血栓も確実に回収できるようになってきている。しかし、硬くてかつ、吸引カ
テーテルの内径よりもはるかに大きな血栓はまだまだ回収に苦慮することがある。
最近我々は、総頚動脈にはまり込んだ巨大な硬い血栓を、様々なModalityで多段階
で回収、最終的に血栓をすべて回収できた症例を経験したので報告したい。症例は
75歳男性。右共同偏視、左麻痺で当院に救急搬送。心房細動にてDOACが処方され
ていたが、下血により減量されていた。MRIにて右総頚動脈から描出がなかったた
め、大動脈解離も疑われたが、血管内治療を行うこととした。右総頚動脈撮影にて
右総頚動脈から内頚動脈にかけて非常に大きな血栓が認められた。9Fr.のOptimo
を右総頚動脈に誘導してバルーン拡張し、吸引を試みたが、びくともしなかった。
物理的に破砕する必要があると判断し、8mmｘ20mmのJackalを病変部で十分拡張
し、血栓を分断した。その後、Catalystによる数回の吸引、およびCatalyst＋Trevo
で回収し、最終的に完全に血栓が回収できた。血栓が大きすぎたため、回収の際、
9Fr.のガイディングの先端にはまり込んでしまったが、その都度抜去することで、
硬くて大きな血栓を回収することができた。数回の回収を要したが、患者さんはフ
ルリカバリした。　文献を渉猟した範囲では総頚動脈への巨大な血栓を治療した報
告は１つのみで、そこでは血管内治療のみでは困難と判断し、Embolectomy＋血管
内治療が施行された。本症例は血管内治療のみで全ての血栓が回収でき、侵襲およ
び再開通までの速さから、より望ましい治療法と考えられた。



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 34

10139

DP-13-10
目的血管とは異なる血管の再開通により血流再開が得られた機械的血
栓回収療法の１例
田中　悠介（たなか ゆうすけ）1、畑岡　峻介（はたおか しゅんすけ）1、
宮原　宏輔（みやはら こうすけ）1、岡田　富（おかだ とむ）1、谷野　慎（たにの しん）1、
瓜生　康浩（うりう やすひろ）1、関口　徳朗（せきぐち のりあき）1、
野田　尚志（のだ なおゆき）1、石川　駿（いしかわ しゅん）1、
佐藤　来紗（さとう らいさ）1、藤津　和彦（ふじつ かずひこ）1

1横浜医療センター脳神経外科

【はじめに】
現在、急性期脳梗塞に対する機械的血栓回収療法はすでに標準治療となっているが、
基本的には急性期に閉塞した血管の血栓を取り除くことがほとんどである。今回、
急性期閉塞血管の再開通が得られなかったが、対側の元々閉塞していた血管が再開
通することで症状改善に至った１例を経験したため報告する。

【症例】
80歳女性。元々脳梗塞の既往あり、外来経過観察を行っていたところ、徐々に左内
頸動脈狭窄を認めていた。結果的に閉塞に至っていたが、前交通動脈を介したcross 
flowにより血流は保たれていた。大腿骨頸部骨折に対して当院で術後入院中に、突
然の意識障害、失語を来したため頭部MRI施行したところ、右前大脳動脈閉塞によ
る急性期脳梗塞を認めた。術後のためtPAは禁忌であり、機械的血栓回収療法を行
うことになった。右大腿動脈アプローチで手技を開始。右前大脳動脈の選択が困難
であったため、左内頸動脈からのアプローチに切り替えた。Marksman27/Chikai 
Black soft tip を組み合わせ、アプローチ試みるも病変到達困難であったが、
microcatheterを抜去し血管撮影を行うと、元々閉塞していた左内頸動脈が再開通
しており、閉塞部末梢まで遅延ない血流再開を認めたため手技を終了した。術後失
語改善し、回復期病院へ転院。麻痺も改善し独歩可能となったため、自宅退院と
なった。

【まとめ】
今回、目的血管ではない閉塞血管の再開通により血流再開し、症状改善に至った１
例を経験した。目的血管へのアプローチが困難な場合に、一つの有効な選択肢にな
り得ると思われた。

10267

DP-13-9
副中大脳動脈に関連した脳塞栓症に対して閉塞血管を通過しない
ADAPTによる経皮的血栓回収術を施行した1例
荒川　朋弥（あらかわ ともや）1、平松　久弥（ひらまつ ひさや）2、
貴田　覚（きだ さとる）2、佐野　博康（さの ひろやす）3、
釼持　博昭（けんもち ひろあき）1、赤嶺　壮一（あかみね そういち）3、
佐藤　晴彦（さとう はるひこ）1

1聖隷三方原病院脳神経外科、2浜松医科大学脳神経外科、3聖隷三方原病院脳卒中科

【はじめに】副中大脳動脈（accesory middle cerebral artery,AMCA）に関連した
脳主幹動脈閉塞に対して血栓回収術（TB）を施行した1例を経験したので報告する。

【症例】88歳、女性、右片麻痺・失語で発症、1.5時間で搬送された。NIHSS19点、
MRAで左ICA閉塞が疑われ、ASPECTS-DWI6点（MCA領域前方が高信号）であっ
た。tPA静注を行わずTBのみ行うこととした。左ICAに8F.FLOWGATEを誘導、
左ICA撮影を行うと左MCA水平部（M1）以下までが描出された。主幹動脈閉塞は
再開通したと考えられたが、側面像では左MCA皮質枝の後半部分のみが描出され、
前半部分が足りなかった。さらに左M1起始部付近の上壁に部分陰影欠損を認めた。
血管解剖が理解出来ていなかった為、開通している左M1起始部の陰影欠損部で
ADAPTのみ行うこととした。Catalyst6（Cat6）を誘導する際、Anchoringしなが
ら、Cat6先端を陰影欠損部まで誘導した。ポンプの吸引が停止したままであったの
でSolitaireとCat6を一体化して抜去した。撮影では完全再開通が得られ、左ACA
および左MCAの前半部分の枝が描出され、AMCAであることがこの時点で認識出
来た。術後、麻痺は軽快したが失語が残存し転院した。【まとめ】AMCAはMCA
の破格として稀であり、急性期主幹動脈閉塞ではさらに認識しにくい。血管解剖が
理解しにくい症例では閉塞血管を通過せずに閉塞部まで吸引カテーテルを誘導した
ADAPTが安全性から推奨される。

10272

DP-13-8
ヘパリン起因性血小板減少症による脳静脈洞血栓症に対して，吸引カ
テーテルを使用した急性期血栓回収療法とDOACで加療した1例
堀内　一史（ほりうち かずふみ）1、菅　一成（かん かずなり）2、
野田　靖人（のだ やすと）1、縄手　祥平（なわて しょうへい）1、
諸岡　暁（もろおか さとる）1、石橋　敏寛（いしばし としひろ）2、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1富士市立中央病院�脳神経外科、2東京慈恵会医科大学�脳神経外科・脳血管内治療部

【目的】ヘパリン起因性血小板減少症（Heparin-induced thrombocytopenia: HIT）
による脳静脈洞血栓症（Cerebral venous thrombosis: CVT）に対し，吸引カテー
テルを使用した急性期血栓回収療法とDOACで加療した症例を報告する。

【症例】56歳女性。既往に潰瘍性大腸炎。意識障害と失語で当院搬送，頭部CTで左
前頭葉に浮腫を伴う脳出血を認め，単純MRIでCVTが疑われた。血小板5.9万/μ
Lと低値で，血小板輸血とヘパリンを開始したが，翌日血小板値がさらに低下した
ためHITを疑い，アルガトロバンへ変更した。造影CTで上矢状静脈洞と両側横静
脈洞からS状静脈洞にかけて閉塞を認め，頭蓋内静脈還流改善目的に右側横静脈洞
の再開通（Trevo+AXS Catalyst 6）を施行した。本症例は，来院14日前より5日間，
生涯２度目の白血球除去療法を施行しており，抗HIT抗体（IgG）陽性の結果と併
せて，2型HITの確定診断となった。術後DOACへ変更し，血小板値は経時的に上
昇した。発症6ヶ月後にはmRS1まで改善を認め，抗HIT抗体は軽度高値で推移し，
右側静脈洞の開通を確認している。

【考察】CVTの原因は多岐に渡るが，治療の第一選択はヘパリンである一方，2型
HITに対しては禁忌である。HITによるCVTの報告は極めて少数で，原因不明や
予後不良症例の中にはHITとの関連も考慮される。また，側副路形成を待つ期間，
閉塞静脈洞を一部でも開通した事は転帰良好の一助になったと思われた。海外で報
告のあるHITへのDOACの有効性も本症例で確認できた。

【結論】CVTの病因にヘパリンが禁忌である2型HITも考慮すべきと思われた。治
療は，側副路形成までの姑息的な治療として血栓回収療法は有効と思われ，DOAC
も再発予防に有効であった。

10278

DP-13-7
動脈硬化性急性閉塞に対するstent retrieverを用いたmild 
angioplastyの有用性について
茂木　陽介（もてき ようすけ）1、中野　紘（なかの ひろし）1、呂　聞東（ろ ぶんとう）1、
堀　貴洋（ほり たかひろ）1、小林　智範（こばやし とものり）1

1海老名総合病院脳神経外科

【背景】脳主幹動脈の塞栓性閉塞に対する急性期血行再建術は安全かつ有効な治療
になりつつある一方で、動脈硬化性急性閉塞に対しては現在も様々な方法が模索さ
れている。今回、動脈硬化性急性閉塞に対する stent retriever を用いた mild 
angioplastyの有用性について検討したため、報告する。

【方法】患者背景、画像所見等により、動脈硬化性脳主幹動脈閉塞が強く疑われ、か
つstent retrieverによる通常の血栓回収が無効であった症例に対して、(1)病変部位
でstent retrieverを展開、(2)immediate flow restrationが得られていることを確認、
(3)5分間待機、(4)撮影で開通状態が保たれていることを確認、(5)micro catheterを
進めてstent retrieverをresheath、(6)micro catheterごとstent retrieverを回収、の
手順で手技を施行した。

【結果】2018年2月から2020年7月にかけて、3例に対してstent retrieverによるmild 
angioplastyを施行。いずれも中大脳動脈閉塞であり、全例で治療直後は良好な再開
通が得られたが、活動性消化管出血により、治療中もしくは治療直後にdual 
antiplatelet therapy (DAPT)が導入できなかった1例のみ、治療後に再閉塞を認め
た。他2例のうち、1例はDAPTのみで経過良好であり、もう1例は術後も虚血症状
を繰り返したため、外科的血行再建術を追加施行した。いずれの症例も手技に伴う
合併症は認めなかった。

【結論】動脈硬化性急性閉塞に対する再開通療法において、通常のstent retrieverを
用いた血栓回収療法が無効であった場合、血管損傷のリスクを伴うnon-compliant 
balloonによるangioplastyを行う前に、stent retrieverによるmild angioplastyを考
慮しても良いと思われた。
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10184

DP-14-4
右側大動脈弓患者に対する血栓回収術の一例
大村　直己（おおむら なおき）1、三木　貴徳（みき たかのり）1、
垣田　寛人（かきた ひろと）1、佐藤　公俊（さとう きみとし）1、
吉田　享司（よしだ たかし）1、清水　史記（しみず ふみのり）1

1医療法人清仁会シミズ病院

緒言 右大動脈弓は有名な血管奇形ではあるが、臨床で遭遇することは稀な血管奇形
である。過去の報告でCASや破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術は数例報告されて
いる。今回我々は右側大動脈弓患者に対する血栓回収術を経験し、解剖学的注意点
も含めて報告する。症例 自宅内で転倒しているのを発見され、救急要請された既往
症の無い50歳男性。来院時NIHSSは12点であった。CTAで右M2はtrifurcationで
あり、superiorとinferior branchが閉塞していた。rt-PAを投与し、血栓回収のた
め右大腿動脈から9Frシースを留置した。9Fr Optimoと6Fr JB-2を上げていくと右
大動脈弓であることに気付いた。このシステムではカニュレーションできず、6Fr 
SY-3とhalf stiff wireに変更し、ガイディングを上げるのに10分の時間を要した。以
降は通常通りの血栓回収を行い、穿刺から再開通までは53分であった。後日体幹部
のCTAを行い、右側大動脈、20mm程度のKommerell憩室を認めた。大動脈の分
類ではRight aortic arch with retroesophageal aortic segmentであった。術後のエ
コーで右内頚動脈にlow echoicな狭窄を認め、ここからのA to A 塞栓が今回の病
因と考えた。考察 右大動脈弓で左総頚動脈のCASや左アプローチの未破裂前交通
動脈の治療を行う際、右上腕動脈からのアプローチが安全・有用であった報告もあ
る。血栓回収時は径の大きなシステムを有しており、緊急を要する中Kommerell憩
室を穿孔しなかったのは幸運であった。結語 今回右大動脈弓を有する患者に対する
血栓回収を行った症例を経験した。普段から解剖学的特徴を理解することで、安全
かつ迅速な治療を行うことができる。

10124

DP-14-3
両側難聴で発症した急性期脳梗塞に対し血栓回収を施行した1例
角野　喜則（かどの よしのり）1,2、西田　武生（にしだ たけお）2、
梶川　隆一郎（かじかわ りゅういちろう）1、中島　義和（なかじま よしかず）1、
貴島　晴彦（きしま はるひこ）2

1堺市立総合医療センター脳神経外科、2大阪大学大学院医学系研究科

はじめに
脳底動脈閉塞は致命的な脳塞栓症であるが、その閉塞部位や距離により様々な症状
を呈する。前下小脳動脈（AICA)閉塞は、内耳動脈の虚血による内耳・前庭障害を
生じることが知られている。今回、両側の聴力障害で発症した急性期脳梗塞に対し
て、血栓回収にて治療した症例を経験したので報告する。
症例
63歳女性。某日起床時より、浮動性眩暈と右聴力障害を自覚し、救急外来受診。未
治療の高脂血症以外の既往はなし。耳鼻科外来の待機中に、左聴力も低下しJCSII
群へ悪化(NIHSS14点)し、当科にコンサルトとなった。MRでは右小脳梗塞と脳底
動脈閉塞を認め、DWI/FLAIRミスマッチが大きかったため再開通療法を行う方針
とした。アルテプラーゼ静注療法を開始した後に行った脳血管撮影では右椎骨動脈

（VA）遠位から脳底動脈近位にかけての短距離の閉塞であった。８Frシステム下に
Penumbra ACE 68とTrevo ４mm×20mmを用いて1 passでTICI3の再開通を得
た。右VA遠位の狭窄は残存したが、対側からの造影ではAICA以遠の描出を確認
し終了した。術後に聴力は両側とも改善し、第17病日にNIHSS2, mRS2で回復期リ
ハビリテーション病院へ転院となった。
考察・結論
本症例は右VA狭窄から進行したアテローム血栓性脳梗塞で、まず右VA閉塞から
右PICA-AICA領域の梗塞を起こして右聴力障害を発症し、その後閉塞が脳底動脈
から左AICAに及んで意識障害と両側聴力障害に至ったと考えられた。両側AICA
の虚血による両側難聴で発症したBA閉塞による急性期脳梗塞に対し経皮脳血栓回
収術で症状改善を得た一例を経験した。

10069

DP-14-2
NIHSSスコア軽症の血栓回収術の一例（perfusin画像をもとに）
荷堂　謙（かどう けん）1、淺野　剛（あさの たけし）1、
久保田　俊介（くぼた しゅんすけ）1、折口　槙一（おりぐち しんいち）2、
佐賀　万里奈（さが まりな）1、三ツ橋　茂雄（みつはし しげお）1、
山上　岩男（やまかみ いわお）1、景山　雄介（かげやま ゆうすけ）1

1医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター脳神経外科、2君津中央病院脳神経外科

【はじめに】症候に基づく急性期血行再建術の適応の判断基準としてNIHSSスコア
（以下NIHSS）がある．しかしNIHSSでは表現しきれない症候もあり，低スコアの
症例では判断に苦しむ場合もある．この度，我々はNIHSS1～2点ではあるものの，
明らかな症候性の急性期頭蓋内虚血性疾患に対し血行再建術を施行した1症例を経
験したので報告する．【症例】既往に心房細動のある80歳女性．もともと日常生活
は完全自立していた．某年某日19時30分頃就寝，22時50分頃，顔面を含む軽度の左
半身麻痺を認め救急隊を要請した．来院時，症状はほぼ消失，NIHSSでは日付（月）
を間違えたのみで1点であった．頭部MRI拡散強調画像で新規虚血性病変は認めな
かったものの，右中大脳動脈M２起始部で閉塞しており，perfusion MRIで同灌流
領域の血流低下を認めた．ｔPAは最終未発症時間からの時間経過で使用せず，血
栓回収療法のみ施行した． ステントレトリバー使用し，TICI2cの再開通を得た．
術後，明らかなレスポンスの改善を認め，新規梗塞巣も認めず，no deficitで独歩退
院された．【考察】NIHSS低スコアの症例の中には，側副血行が充分とは言えない
症例も存在する．これらの症例では結果的に閉塞血管灌流域の梗塞を来す可能性も
ある．症候が軽い場合，リスクも鑑み血栓回収を控える考えもあるが，NIHSSでは
評価しきれない症候もあり，充分に検討した上で症例を選んで血栓回収を施行する
ことは有意義であると考えた．【結語】NIHSS低スコアの症例であっても画像診断
上，閉塞血管灌流域の明らかな血流低下があり，更にNIHSSでは評価しきれない症
候がある場合はリスクも併せて検討した上で血行再建術を考慮しても良いと思われ
た．

10057

DP-14-1
ステントリトリーバーを用いた血栓回収術後の慢性期に血管狭窄病変
を生じた1 例
伊藤　真史（いとう まさし）1、清水　大輝（しみず ひろき）1、
若林　健一（わかばやし けんいち）1、大多和　賢登（おおたわ まさと）1、
橋田　美紀（はしだ みき）1、山本　諒（やまもと りょう）1、
福井　隆彦（ふくい たかひこ）1、松山　知貴（まつやま ともき）1、
雄山　博文（おやま ひろふみ）1

1豊橋市民病院脳神経外科

【背景】急性期脳塞栓症に対する血栓回収術の有用性は確立されているが、慢性期
の経過に対する検討はまだ十分にされていない。今回我々は、右中大脳動脈閉塞に
よる脳梗塞に対してステントリトリーバーを用いて治療を行い、慢性期に血管狭窄
病変を生じた1例を経験したので報告する。

【症 例】37歳女性、既往歴なし、妊娠33W。突然の左片麻痺・共同偏視あり、頭部
MRIにて右中大脳動脈の閉塞による脳梗塞と診断された。母体保護の観点からt-PA
療法や血栓回収術の適応と考えた。t-PA療法は胎盤血腫や子宮内出血のリスクがあ
ること、妊娠後期であれば放射線被爆および造影剤の影響は許容されると考え、血
栓回収術のみを行った。血栓は非常に硬く、PenumbraACE68で吸引を1回、
ACE68+REVIVEで2回、さらにACE68+Solitaire 4*20で3回の手技にて、最終的に
TICI３の再開通を得た。術直後および急性期の画像所見では血管狭窄は認めず、ア
テローム性変化は否定的であった。妊娠に伴う凝固異常による塞栓症を疑い、術翌
日よりヘパリン化を行った。症状は著明に改善しており、出産後は後遺症なく退院
となった。外来にて画像追跡を行ったところ、術後3カ月から徐々に右M1に狭窄を
きたした。抗血小板薬を使用して経過観察をおこない、術後半年で狭窄がピークに
達したのちは、M1近位部狭窄のみが残存と改善傾向である。現時点で術後1年とな
るが、無症候性で経過している。

【結語】ステントリトリーバーを使用した場合、慢性期に血管狭窄や閉塞を伴うこ
とがあり、手技時の内膜損傷が関与している可能性が指摘されている。慢性期の経
過観察において留意しておくべき病態であると思われる。
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11006

DP-14-8
重複大動脈弓を有する左M1閉塞例に対し機械的血栓回収術を施行し
た一例
井出　裕季子（いで ゆきこ）1、安藤　大祐（あんどう だいすけ）2、
山本　司郎（やまもと しろう）1、櫻井　玲（さくらい れい）1、
永野　恵子（ながの けいこ）1、藤中　俊之（ふじなか としゆき）1、
山上　宏（やまがみ ひろし）1

1独立行政法人国立病院機構大阪医療センター、2東北大学医学部

【症例】73歳男性。心房細動の既往あり。急性胆管炎のため前医で入院加療中であっ
たが、X-5日までリバーロキサバンを中止されていた。X日AM1:00、右片麻痺、失
語症、構音障害、左共同偏視を発症。頭部MRAでM1閉塞を認め、当院へ搬送され
た。来院時NIHSS 25、再検したDWIでは左MCA領域広範囲に淡い高信号域を認
め、DWI-ASPECTS 3点であったが、中心前回および放線冠には明らかな高信号を
認めなかったため、血栓回収療法を施行した。前医の胸部単純CTで重複大動脈弓
と判明しており、右大動脈弓が優位であった。9Fr　Optimo(90)と6Fr JB2(125)と
35RF(150)を使用し、右大動脈弓経由で左CCAの選択を試みたが困難であった。左
大動脈弓経由で左CCAの選択を試みると、ガイドワイヤーを誘導することができ、
左 ICA にガイディングカテーテルを留置することができた。Marksman27と
CHIKAI14で lesion crossし、左M1遠位からICAにかけてSolitaire 4*40を展開。
Marksmanを抜去後にPenumbra JET7を逆血が停止するまで誘導し、一体として
血栓回収を行い、1passでTICI3の再開通を得た。術直後より症状は改善し、退院
時にはわずかな運動性失語と構音障害を残すのみとなり、NIHSS 2点、mRS grade2
であった。【考察】重複大動脈弓は、発生の過程において右大動脈弓が閉鎖せず、大
動脈血管輪を形成するまれな血管奇形である。血管内治療の際には、左右の大動脈
弓を同定し、適切なアクセスルートを選択することが重要と考えられた。

10979

DP-14-7
血栓回収術後遅発性に発症した可逆性中大脳動脈狭窄の1例
金本　正（かなもと ただし）1、立石　洋平（たていし ようへい）1、
忽那　史也（くつな ふみや）1、山下　魁理（やました かいり）1、
平山　拓朗（ひらやま たくろう）1、長岡　篤志（ながおか あつし）1、
吉村　俊祐（よしむら しゅんすけ）1、宮崎　禎一郎（みやざき ていいちろう）1、
松永　裕希（まつなが ゆうき）1、堀江　信貴（ほりえ のぶたか）1、
出雲　剛（いずも つよし）1、辻野　彰（つじの あきら）1

1長崎大学病院脳神経内科

【症例】42歳女性。卵巣癌に対する化学療法中に下肢静脈血栓と急性肺塞栓症があ
りアピキサバンを開始されていた。某日、全失語が出現し頭部MRIで、左側頭葉に
虚血巣があり、MRAで左中大脳動脈が閉塞していた。EmboTrapによる血栓回収
術が施行され、1度目の回収で再開通したが、直後の造影で左中大脳動脈水平部に
狭窄病変が出現していた。第3病日のMRAで狭窄はほぼ改善していた。第4病日、
改善していた失語が再増悪した。MRIで新規の虚血巣はなかったが、MRAで左中
大脳動脈水平部が再狭窄していた。くも膜下出血はなかった。Transcranial color-
coded duplex ultrasonography (TCCS)で狭窄部の血流速度は上昇 (333cm/sec)して
おり、血管攣縮を疑い、オザグレル、シロスタゾールを開始した。第5病日のMRI
で狭窄が残存した部分の内膜損傷が疑われた。第7病日、TCCSで狭窄部の血流速度
は正常化した。その後再発はなかった。【考察】脳血栓回収術後、遅発性の可逆性
脳動脈狭窄の報告は少ない。血栓回収術後遅発性に発生した脳血管攣縮、もしくは
内膜損傷を反映していた所見だったのかもしれない。TCCSは脳血栓回収術後の遅
発性脳動脈狭窄の診断と経過観察に有用と思われた。

10659

DP-14-6
経皮的血栓回収療法を試みたのち造影剤脳症を呈した一例
西平　崇人（にしひら たかひと）1、五十嵐　晴紀（いがらし はるき）1、
飯塚　賢太郎（いいずか けんたろう）1、小林　聡朗（こばやし さろう）1、
津久井　大介（つくい だいすけ）1

1獨協医科大学�脳卒中センター

【症例】60歳，女性．〈BR〉【主訴】呂律緩慢，右上下肢の脱力．〈BR〉【現病歴】某
日，炊事をしている際に呂律緩慢と右上下肢の脱力を自覚し救急要請となった．来
院時は意識障害（JCS 3），右顔面麻痺，右完全片麻痺を認め，NIHSS 20点であっ
た．ASPECTs 9点，CT Angiographyでは左中大脳動脈（M2）に急性閉塞を認め，
超急性期脳梗塞の診断でrt-PA静注療法を開始し，経皮的血栓回収療法のため診断
造影を開始した．血栓回収前に臨床症候は顕著に改善したが，その直後に意識障害
および重度の右片麻痺が再度出現した．再閉塞を疑い左内頸動脈撮影を施行するも
明らかな主幹動脈閉塞の所見はなかった．直後の頭部CTでは左中大脳動脈灌流域
の広範囲に造影剤の漏洩所見を認め，皮髄境界は広範囲に不明瞭であった．同日に
施行した頭部MRIでは島皮質に限局した虚血巣が確認されたが，臨床症候と不一致
であることから造影剤脳症の合併と診断し，保存的輸液管理を継続した．第3病日
に症候は改善し，第25病日に回復期リハビリテーション病院へ転院となった．〈BR〉

【考察】造影剤脳症は非イオン性造影剤の神経毒性，血液脳関門の破綻により生じ
るとされているが，詳細な機序は不明である．多くは自然軽快を認めるが，後遺症
を残す症例も少なくない．また，保存的加療のほか，ステロイド投与が有効であっ
た報告も散見される．同一血管に頻回に造影剤が投与される脳血管造影，特に虚血
急性期の血液脳関門が脆弱な病態においては特に注意すべき合併症と考えられた．

10212

DP-14-5
急性心筋梗塞後に右内頚動脈分岐部閉塞による脳塞栓症を発症した1
例
溝上　康治（みぞかみ こうじ）1、宇津木　聡（うつき さとし）1、
小佐野　靖己（おさの せいき）1、遠藤　昌孝（えんどう まさたか）1

1湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科

【目的】急性心筋梗塞後1週間が経過して、右内頚動脈分岐部閉塞による脳塞栓症を
発症し、血栓回収術を施行した1例を報告する。【症例】62歳男性。某日、左肩痛・
胸苦しさで左前下行枝#7閉塞による急性心筋梗塞を発症し、当院循環器科入院の
上、緊急で冠動脈ステント留置術を施行された。術後の心エコーではanteroseptal-
lateral mid-apexはsevere akinesis、他部位の収縮は良好で、心腔内血栓は認めな
かった。後療法としてアスピリン・クロピドグレルによる抗血小板剤2剤併用療法
が行われた。第7病日になって、突然、顔面を含む上肢に強い左不全片麻痺、右共
同偏視、左半側空間無視が出現した。頭部MRI DWIで右側頭頭頂葉・被殻・放線
冠に高信号病変を認めASPECTS-DWI(11点法) 7点、FLAIRで同部位の信号変化は
なく、MRAで右内頚動脈は後交通動脈分岐後より閉塞し、右前大脳動脈A1起始
部・中大脳動脈M1起始部は描出されない状態だったが、右前大脳動脈A1中腹から
副中大脳動脈が描出されていた。右内頚動脈分岐部閉塞による脳塞栓症の診断で
rt-PA静注療法を開始すると同時に、緊急で脳血栓回収術を施行した。結果、発症
から166分でTICI 3の完全再開通が得られ、それと同時に左不全片麻痺、右共同偏
視、左半側空間無視は消失した。【結語】急性心筋梗塞後に脳塞栓症を発症するこ
とは稀ではなく注意が必要である。副中大脳動脈は中大脳動脈の側副血行路と成り
得るが、十分でない場合には血行再建術が有効である。
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10482

DP-15-1
中大脳動脈窓形成部の急性閉塞に対し血栓回収を行った1例
武智　昭彦（たけち あきひこ）1、三好　浩之（みよし ひろゆき）1、
渡邊　陽佑（わたなべ ようすけ）1、梶原　佳則（かじわら よしのり）1

1松山赤十字病院

【はじめに】血栓回収療法において、中大脳動脈窓形成部閉塞はpit fallとなりうる。
今回我々は、中大脳動脈窓形成部閉塞例に対し、あえてA Direct Aspiration fast 
Pass Thrombectomy (ADAPT)による血栓回収を行い、完全再開通した1例を経験
したので報告する。【症例】71歳男性、左片麻痺を主訴に他院を救急受診し、MRA
で右中大脳動脈閉塞を認めたため当院を紹介された。初診時、意識レベルはJCS2、
左不全麻痺（上肢2/5、下肢4/5）と構音障害を認め、NIHSS7点であった。心房細
動はなし。MRI DWIで右MCA領域に散在する高信号域を認め(DWI-ASPECTS:6
点)、MRAで右M1より末梢の描出不良を認めた。最終健常確認より370分で血栓回
収療法を行った。M1に線状の造影欠損部を認めたため、窓形成部の閉塞の可能性
を考え、Stent retrieverは用いず、Penumbra systemを用いたADAPT単独での血
栓回収を行った。One passでTICI3の再開通が得られ、術後に左片麻痺は改善した。
術後のMRAでもM1に窓形成を認めた。塞栓源の精査（心電図モニター、経食道エ
コー、造影全身CT）を行ったが、有意所見は認めなかった。抗血小板薬で治療を
行い、術後12日目にmRS1で自宅退院した。【結語】ADAPTはStent retrieverと比
較し、牽引等に伴う血管壁損傷による出血性合併症のリスクが低いことが、臨床例
や動物実験で報告されている。血栓回収を行うに際し、M1に線状の造影欠損部を
認めた場合には窓形成を疑い、手技としてADAPTを用いるのがより安全と考えら
れた。

10719

DP-14-11
肺癌周術期に発症した脳塞栓症4例についての検討
瀧田　亘（たきた わたる）1、伊藤　翔平（いとう しょうへい）1、
木全　将之（きまた まさゆき）1、関　幸雄（せき ゆきお）1、浅井　琢美（あさい たくみ）1

1名古屋医療センター

脳塞栓症の原因としては、心房細動や弁膜症などの心原性塞栓症、卵円孔開存と深
部静脈血栓症が関与する奇異性塞栓症などが一般的に挙げられる。しかし、中には
充分な精査を行っても塞栓源が特定できない場合も少なくない。肺癌患者における
肺葉切除後の肺静脈断端部血栓と塞栓症との因果関係は現時点では明らかではない
が、我々は肺切除後の肺静脈断端部血栓が塞栓源と思われる脳塞栓症を経験した。
症例1：64歳男性。左肺上葉切除術翌日に左上肢麻痺を発症、右中大脳動脈遠位の
閉塞が認められた。症例2：71歳男性。右肺下葉切除術10日後に右片麻痺を発症。左
中大脳動脈起始部閉塞が認められた。症例3：77歳女性。左肺上葉切除術翌日に左
上肢麻痺を発症、右中大脳動脈の閉塞が認められた。症例4：73歳男性。左肺上葉
切除術後4日目に右上肢麻痺を発症、左総頚動脈の閉塞が認められた。いずれの症
例も、経皮的血栓回収術を行い主幹動脈の再開通を得ることが出来た。明らかな塞
栓源を持たない脳塞栓症の中で、肺静脈断端部血栓による塞栓症も稀ではない可能
性が示唆される。また、断端部血栓の検出は、周術期だけでなく遠隔期にも認める
場合があり、左上葉切除術の既往がある患者では肺静脈断端部血栓による脳塞栓症
も念頭に置くべきと思われる。肺葉切除後の肺静脈断端部血栓と脳塞栓症との関連
性について、若干の文献的考察を加えて報告する。

11013

DP-14-10
移動式C-armを用いて手術室で施行した急性期血行再建術の一例
湧田　尚樹（わくた なおき）1,2、山本　聡（やまもと さとし）2、
井上　亨（いのうえ とおる）1

1福岡大学医学部�脳神経外科、2沖縄県立宮古病院�脳神経外科

【はじめに】島外の治療可能施設まで長距離ヘリ搬送を要する離島において、離島
唯一の脳外科手術可能施設では、近郊で発症した主幹動脈閉塞の全例に対応するこ
とが求められる。我々はアンギオ装置の刷新に際して、血管造影室が使用不可の状
況下において、手術室で移動式C-armを用いて血栓回収療法を施行した一例を報告
する。【症例】73歳男性。急激な意識障害で発症し、在住する島内の診療所を受診
し、その後当院へヘリ搬送となった。搬入時JCS 3。構音障害、全失語、顔面を含
む右片麻痺を認めた（NIHSS 26点）。頭部CTでASPECTS：6点、頭部MRIでDWI-
ASPECTS：5点であった。MRAで左中大脳動脈の閉塞を認め、血栓回収術を施行
した。血栓吸引カテーテルとステントリトリーバーを併用しTICI3の再開通を得た。
術後のNIHSS 19点であり、出血性梗塞は認めなかった。最終的に入院54日でNIHSS 
9点で転院となった。【考察】自施設で地域内の脳血管内治療に対応困難な状況では、
近隣施設との連携により対処する方法が一般的である。一方で、離島においては他
の医療施設との連携が取りがたく、また島外への搬送においても時間を要する。血
管造影室が使用困難な状況下での主幹動脈閉塞に対応すべく、手術室で移動式
C-armを用いた治療体制を構築し、その有用性が示された。

11048

DP-14-9
当院にて両側内頚動脈閉塞に対して急性期血行再建術を行った症例に
ついての検討
佐藤　慎（さとう しん）1,2、柴田　あみ（しばた あみ）1,2、
金子　純也（かねこ じゅんや）1,2、北橋　章子（きたはし あきこ）1,2、
工藤　小織（くどう さおり）1,2、畝本　恭子（うねもと きょうこ）1,2

1日本医科大学多摩永山病院、2日本医科大学�救急医学教室

主幹動脈閉塞の中でも，両側の内頸動脈閉塞(ICO)の患者に対する急性期血行再建
術の適応は明らかではない．今回当院にて2018年8月から2020年7月までの2年間で
施行した急性期血行再建術のうち，両側ICOの症例についてその臨床的特徴と血行
再建の適応について検討した．当院で経皮的に血行再建を施行した69例のうち，3
例(5.8%)が両側ICOであった．3例とも来院時に心房細動を認め心源性と判断され
た．すべて3次救急搬送でJCS200以上の高度意識障害を呈していた．【症例１】73歳
男性，他院からの転送．発症から112分で前医にて診断された.ASPECTSは右0点，
左8点，発症から260分で左ICのみ再開通させたが，翌日になって広範な虚血を呈し
その後死亡した．【症例２】64歳男性，発症から89分で診断した．ASPECTSは両
側とも10点と判断し，発症から250分で両側とも再開通させたが、翌日にかけて広
範な脳梗塞をきたし，その後死亡した．【症例３】84歳女性，発症から69分で診断，
ASPECTS両側9点であり両側再開通させたが，前頭葉底部を含む両側ACA領域の
梗塞をきたしmRS５で転院となった．【まとめ】両側ICOでは来院時重度の神経学
的異常を呈していた．発症から診断までが平均90分前後と短く血行再建を試みられ
ていたが，いずれも良好な神経学的予後は得られず、単独領域閉塞と比較して時間
的な猶予は非常に短いものと考えられた。一方で穿刺-再開通時間が長くなった症
例もあり，治療内容に改善の余地もあると思われた．左右の治療の順番や，画像モ
ダリティの選択，ASPECTSによる治療適応判断の是非など，症例を重ねてさらな
る検討が必要と考えられた．
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10100

DP-15-5
血管内治療(EVT)を行った直静脈洞血栓症(StST)の1例
大重　英行（おおしげ ひでゆき）1,2、岩田　亮一（いわた りょういち）4、
永井　泰輝（ながい たいき）1、鈴木　聡史（すずき さとし）4、
須山　武裕（すやま たけひろ）3、生野　弘道（いくの ひろみち）2、
西川　節（にしかわ みさお）2

1萱島生野病院脳神経外科、2守口生野記念病院脳神経外科、
3関西医科大学総合医療センター脳神経外科、4済生会野江救急集中治療科

背景：脳静脈洞血栓症(cerebral venous thrombosis:CVT)は脳静脈閉塞する比較的
稀な疾患である(3-4人/人口100万人)。今回、血管内治療で良好に経過したStST例
を報告する。46歳女性。入院3日前から欠勤し、入院2日前から動けず。入院当日、
倒れ失禁状態で当院へ救急搬送。GCS7(E3V1M3)で左半身不全麻痺あり。画像で右
に強く両側視床へ拡散強調画像(DWI)、FLAIR画像高信号を認め、脳梗塞の診断で
アルガトロバン、エダラボンで治療した。グリオーマも疑われ、造影MRIを施行
し、直静脈洞、右内頸静脈に血栓を認め静脈洞血栓症と診断。入院2日目エドキサ
バンとヘパリンで抗凝固療法を施行した。3日目反応上昇を認めたが、意識障害は
依然として継続し、血栓症が深部広範のため、経静脈的に血栓回収、血管形成術を
施行した(9Fr Optimo+6FrJB2でガイディングしSOFIA plus 6Fr＋Marksmanで直
静脈洞に至り、Geniety 3-7mm×40mmでPTAし直静脈洞全開通を得た後、頸静脈
血栓はSOFIAから繰り返し吸引を施行した)。その後も抗凝固は継続し、術翌日意
識改善を認め、術後3日目高次作業も可となった。術後4日目にヘパリンを中止でき
DOAC単独にできた。精査で抗リン脂質抗体症候群と診断され、画像改善は術後
5-20日で経時的に認め、術後21日目に独歩退院した。考察:CVTは多領域に渡るこ
とが多く(約80%)、本例でも見られた、StSTはCVT中の18-35.9%、頸静脈は1.6%と
される。StSTは視床を中心に静脈性の虚血、浮腫が好発する。深部静脈のうっ滞
で予後不良因子である。80%程度は抗凝固薬で予後良好であるが、10-20%程度死
亡、重症化があり治療抵抗例には積極的なEVTが有効かつ即効性があると考えら
れた。

10288

DP-15-4
CATに対する機械的血栓回収療法において、回収された組織の病理
組織診断が脳梗塞の病態把握に有用であった一例
坂東　鋭明（ばんどう としあき）1、黒山　貴弘（くろやま たかひろ）1、
下　大輔（しも だいすけ）1、三神　和幸（みかみ かずゆき）1、堀　晋也（ほり しんや）1、
田中　優也（たなか ゆうや）1、平井　収（ひらい おさむ）1、上野　泰（うえの やすし）1

1神鋼記念病院脳神経外科・脳卒中センター

【背景】近年、発症早期の主幹動脈閉塞を伴うCancer associated thrombosis (CAT)
に対して機械的血栓回収療法を施行する機会が増えている。回収された血栓の病理
組織診断は病態診断に有用であり、腫瘍細胞を認めた場合は原発巣と脳梗塞の関係
性を検討することができる。【目的】今回我々は肺癌患者の内頚動脈急性閉塞症に
対して機械的血栓回収療法を行い、回収された血栓の病理組織診断と経胸壁心エ
コーの検査結果から、内頚動脈閉塞症の原因は肺癌の転移性心臓腫瘍からの塞栓症
と診断した一例を紹介する。【症例】症例は肺癌に対して分子標的薬で半年間治療
され、その後本人の希望により治療が中止され5ヶ月経過した77歳女性。突然発症
の左片麻痺で当院を受診し、GCS E4V4M6、軽度構音障害、左半側空間無視、左軽
度口角下垂、左片麻痺、左上下肢感覚障害、NIHSS 13点で、頭部造影CTで右内頚
動脈急性閉塞症を認めた。発症早期の主幹動脈閉塞に対して機械的血栓回収療法を
施行し1 pass TICI 3の再開通を得た。術翌日の頭部MRIでは右島皮質～前頭葉皮
質や、両側大脳半球・小脳半球に散在性梗塞を認めMRAでは右内頚動脈を含めて
主幹動脈の描出は良好で症状はNIHSS 3点まで改善した。術後3日目の経胸壁心エ
コーで可動性のある左室内腫瘍を認め、病理組織診断で機械的血栓回収療法時に回
収された組織から、肺癌と同様の腫瘍細胞が検出された。以上の経過から内頚動脈
閉塞症の原因は肺癌の転移性心臓腫瘍による塞栓症と診断した。その後はBest 
supportive careの方針となり術後19日目に死亡した。【結語】CATに対する機械的
血栓回収療法において、回収された組織の病理組織診断は脳梗塞の病態把握に有用
である。
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DP-15-3
COVID-19に関連すると考えられた脳塞栓症の一例
梅村　武部（うめむら たける）1、近藤　弘久（こんどう ひろひさ）1、
太田　浩嗣（おおた ひろつぐ）1、二ツ矢　浩一郎（ふたつや こういちろう）2、
真崎　弘美（まさき ひろみ）2

1九州労災病院門司メディカルセンター脳神経外科、
2九州労災病院門司メディカルセンター放射線科

84歳女性。心房細動あり。朝食後に台所で作業をしており、その後台所で倒れてい
るところを息子に発見され当院救急搬送。来院時、JCS100の意識障害及び重度右片
麻痺 (MMT 1/5)を認め、NIHSS 28点の状態で、発熱は認めなかった。家族からの
情報では、発作前に咳や発熱は認めないとのことであった。MRI検査及び胸部CT
検査では、左大脳半球脳梗塞及び左内頚動脈閉塞を認め、胸部CT検査では両側に
気管支炎像を認めるのみであった。PCR検査を行った後、頭蓋内出血の既往から
tPA投与は行わず、血栓回収術を行うこととした。ステントリトリーバーで3pass
行うも、有効な再開通を得ることはできず手技を終了することとした。術中に嘔吐
あり、術後より発熱継続し、当初は誤嚥性肺炎が疑われ抗菌薬投与を行われた。PCR
の結果が出るまでは個室隔離の上対応し、翌日PCR検査は陽性であった。今回の症
例では、高齢であること、心房細動も認めることから、心原性脳梗塞のリスクとし
ては十分であり、また呼吸器症状も認めなかったことから積極的にCOVID-19感染
を疑う状況とは言えなかった。しかし、PCRの結果は陽性であり、本症例のように
発熱や呼吸器症状を認めない場合もPCRの結果が出るまでは十分な対応を行う必要
があると考えられた。今回、通常の脳塞栓症と異なる点として、来院時採血でD-dimer 
60μg/ml以上、FDP 120μg/ml以上と凝固機能の異常な亢進を認めた。COVID-19
感染症では凝固機能異常が報告されており、このようなD-dimer上昇から通常の脳
塞栓症であってもCOVID-19を疑うことが必要と考えられた。

11034

DP-15-2
直接経口抗凝固薬(DOAC)内服中に2回の血栓回収を要した心原性
脳塞栓症に対して左心耳切除術が有効であった1例
中村　和弘（なかむら かずひろ）1、秋本　雄（あきもと ゆう）1、
小沼　邦之（おぬま くにゆき）1、佐藤　允之（さとう まさゆき）3、
伊藤　嘉朗（いとう よしろう）3、末松　義弘（すえまつ よしひろ）2、
松丸　祐司（まつまる ゆうじ）3,4、谷中　清之（やなか きよゆき）1、
石川　栄一（いしかわ えいいち）3

1筑波記念病院脳神経外科、2筑波記念病院心臓血管外科、
3筑波大学医学医療系脳神経外科、4筑波大学医学医療系脳卒中予防治療学講座

【はじめに】心原性脳塞栓症予防として、主要発生母地である左心耳を閉鎖する方
法が近年注目されている。今回はDOAC内服中に心原性脳塞栓症を繰り返した症例
に対し、効果的に左心耳切除術を施行した症例を提示する。

【症例】71歳男性。非弁膜症性心房細動でRivaroxaban内服中であった。S状結腸癌
の手術待機中の入院3日目に左片麻痺と右共同偏視を発症した。NIHSS=10点。CT、
MRIの結果、右M1 distalの急性閉塞の診断でアルテプラーゼ投与に引き続き血栓
回収療法を施行した。Solitaireにて、P2R=17min、1 passでTICI grade 2bの再開
通を得、NIHSS=3点まで改善した。しかし2日後に意識障害と右片麻痺をきたし
NIHSS=33点。脳底動脈の急性閉塞と診断し、2回目の血栓回収を施行した。Solitaire
にて、P2R=17min、1 passでTICI grade 2bの再開通を得、NIHSSは1点まで改善
した。発症時や血栓回収施行後も継続してDOAC内服中であり、抗凝固療法抵抗性
の心原性脳塞栓症と判断した。経食道エコーで認めていた左心耳内の血栓消失を確
認の上、血栓回収から3週間後に小開胸下左心耳切除術を施行した。2週間後にS状
結腸切除術を施行し、入院57日目にmRS=0で独歩退院した。発症6ヶ月、抗凝固薬
フリーで脳塞栓症の再発はない。

【考察】非弁膜症性心房細動に対する抗凝固薬の内服禁忌症例や抗凝固薬不応症例
が知られている。当院では心原性脳塞栓症防止のため、胸腔鏡単独、あるいは
MICS(minimum invasive cardiac surgery)により低侵襲に左心耳切除術を施行して
おり、当科では二次予防としての適応と有効性を検討している。

【結語】今後も症例を重ね、左心耳切除術の効果的な適応や手術至適時期、長期成
績等を検討したい。
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DP-15-9
左総頸動脈から内頸動脈に至る解離に対してステント留置術を行い奏
功した一例
辻　翔一郎（つじ しょういちろう）1、谷川　緑野（たにかわ ろくや）1、
野田　公寿茂（のだ こすも）1、太田　仲郎（おおた なかお）1、
小田　淳平（おだ じゅんぺい）1、原口　健一（はらぐち けんいち）1、
木下　由宇（きのした ゆう）1、渡辺　定克（わたなべ さだよし）1、
鈴木　陽祐（すずき ようすけ）1、山本　和博（やまもと かずひろ）1、
上山　博康（かみやま ひろやす）1

1札幌禎心会病院

症例：36歳男性。X-2日一過性の頸部痛を自覚し、X日突然右半身のしびれを発症
し救急搬送。来院時、顔面を含む右半身のしびれ以外に麻痺等の神経学的異常を認
めずDWIにて左橋に新鮮梗塞を認めた。またMRAおよび3DCTAにて左総頸動脈
(CCA)起始部から内頸動脈(ICA)にかけて約14cmのdouble lumenの所見を認め、
ICAにre-entryを有する解離と診断。この解離は神経所見と無関係と考えられたが
頚部痛のエピソードから発症早期と考えられ、その後の虚血合併症のリスクを考慮
しステント留置術を行うこととした。治療：アスピリン300mg、クロピドグレル
300mgを内服し全身麻酔下に右大腿動脈から6F Fubuki Dilator Kit 90cmを挿入。
4F JB-2と0.035inchガイドワイヤーにてtrue lumenを選択しFubukiを総頚動脈に挿
入。Carotid GuardWire PSによるdistal balloon protection下にICAのre-entryよ
りdistalからCarotid Wallstent 8*29mmを展開。続いてCCAのentry部分をカバー
するようにCarotid Wallstent 10*31mmを展開。術後左ICA領域に無症候性散在性
梗塞を認めたが、７日後のDSAではステント内血栓や偽腔の再拡大は認めなかっ
た。後遺症なく自宅退院。考察：CCAなどの頭蓋外頸部動脈解離に対する血管形成
術やステント留置術を行った報告は散見されるが、それを推奨する根拠となるエビ
デンスはない。またCCA解離は胸部大動脈解離に付随して生じたものが多く今回
のような単独かつ起始部からの解離は稀である。ステント留置を行う場合、解離部
全体をカバーするように留置するのが一般的だが今回の症例ではentryとre-entry
部位が明確であったため、それぞれをカバーするようにステントを留置し有効な治
療を行うことができた。
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DP-15-8
不随意運動で発症した右頸部内頸動脈高度狭窄の１例
菊地　亮吾（きくち りょうご）1、唐津　皓介（からつ こうすけ）1、
中村　明義（なかむら あきよし）1、宮崎　宏道（みやざき ひろみち）1

1平塚市民病院�脳神経外科

【はじめに】不随意運動で発症した内頸動脈高度狭窄に対し、薬剤管理・PTAによ
り症状が軽快したのちに、stagedに頸動脈ステント留置を行ったため、報告する。

【症例】　糖尿病・高血圧の既往がある７０歳男性。２週間ほど前より一過性に左上
下肢の脱力や不随意運動を来すことがあった。歩行中に歩けなくなり、左上下肢の
不随意運動が止まらない状態となり、救急搬送された。　来院時、意識はあるが左
上下肢にバリズム様の粗大な不随意運動・左手に舞踏病様の細かな不随意運動を認
めた。頭部MRIでは右内頸動脈の血流低下が示唆され、右前頭葉・頭頂葉の
watershead areaに亜急性の小梗塞が散在していた。頭頚部CTAでは右頚部内頸動
脈の高度狭窄を認めた。Limb shaking TIA・基底核部の超急性期脳梗塞による不
随意運動発作・症候性てんかんの可能性を考え、入院、DAPT・アルガトロバンに
て保存的に加療した。　入院後脳梗塞の進展はみられなかったが、不随意運動が継
続した。持続的な脳血流低下が関与している可能性があり、貧困灌流の可能性が高
い病態と考え、入院後２週間でまずは頸動脈狭窄部のPTAを行なった。術後から
不随意運動は軽快しADL自立した。さらに２週間後に頸動脈ステント留置を行い、
合併症なく自宅退院となった。【考察】本症例では内頸動脈高度狭窄に起因した脳
血流低下が不随意運動の原因であったと考えられた。不随意運動としてはバリズム
様の粗大な動きに手の舞踏病様の動きが組み合わさっており、過去に当院で経験し
たLimb-shaking TIAの症例と同様で特徴的であった。早期の診断的治療が予後改
善に役立ったと思われ、文献学的考察を加え報告する。

10524

DP-15-7
頚動脈ステント留置術後再狭窄に対するカッティングバルーンを用い
た血管形成術の長期成績
日高　幸宏（ひだか ゆきひろ）1、下里　倫（しもざと りん）1、飯島　明（いいじま あきら）1

1JCHO東京新宿メディカルセンター

【緒言】頚部内頚動脈狭窄症に対するステント留置術(以下CAS)は一般的な治療手
技として認識されている。ただ2～7%に生じるステント内再狭窄が問題であり、こ
れに対する治療方法に関連した様々な報告がある。その中でもカッティングバルー
ン(以下CB)を用いた経皮的血管形成術の有効性の報告があり、当院でも同手技で
再狭窄治療を行っている。これらの長期成績に関して報告する。【対象】2011年4月
から2020年3月まで当院で施行したCAS 全160例のうち、再狭窄を来した10症例13
手技(再狭窄はOpen Cell Stent1例、Closed Cell Stent9例)を検討の対象とした。対
象症例のFollow期間は平均2.8年(最短6か月、最長6年8か月)であった。5手技に通
常のバルーンを用いた経皮的血管形成術、8手技にCBを用いた血管形成術を施行し
た。【結果】通常のバルーンを用いた血管形成術 5手技中 2例でステント内再々狭窄
を来した。2例ともにCBでの再治療を行いその後follow期間中、再狭窄を認めてい
ない。CBを用いた血管形成術 8手技中1例にステント内再々狭窄を来した。stent 
edgeの狭窄を認めた2例とCB治療後再々狭窄の1例に関してはstent in stentを追加
した。CBを用いた手技で治療に伴う合併症は認められなかった。【考察】ステント
内再狭窄の原因はステント内の新生内膜過形成と考えられている。CBはブレード
のついたバルーンであり、新生内膜への割が加わることで線維性被膜の拡張が得ら
れることや、バルーンがスリップせず十分な拡張圧が加えられることが利点であり、
再ステント留置を回避する手段としては有用と考える。長期的にも再狭窄なく開存
が維持できており、文献的な考察も含めて報告する。
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DP-15-6
頸動脈高度石灰化病変に対するCarotid Artery StentingでのHigh 
Pressure Balloonの有効性
吉澤　卓也（よしざわ たくや）1、奥村　浩隆（おくむら ひろたか）1、
中條　敬人（なかじょう たかと）1、桑島　淳氏（くわじま あつし）1、
清水　克悦（しみず かつよし）1、水谷　徹（みずたに とおる）1

1昭和大学医学部脳神経外科

【目的】高度石灰化を伴う頸動脈狭窄症は、Carotid Artery Stenting(CAS)で良好な
拡張を得るのは困難な事が少なくないためCEAが施行されることが多い。当院で
は高度石灰化病変に対しHigh Pressure Balloon(HPB)を用いたCASを施行してお
り、今回高度石灰化病変に対してHPBの有効性を検討したので報告する。

【対象・方法】2013年3月から2020年３月まで当院で施行されたCAS 135例のうち、
高度石灰化病変に対してHPBを用いた５例を対象とし後方視的検討を行なった。
Balloonは、前拡張で3.0-3.5mm径、後拡張で4.0mm径のものを選択した。拡張の際、
まずnominalまで圧を上昇させ、十分な拡張が得られなければ最大拡張圧まで1気圧
ずつ上昇させた。拡張時間は前拡張・後拡張ともに30秒としているが病変によって
延長した。最狭窄部にて2.5mm以上の拡張を目標とした。術後評価項目として、残
存狭窄率（NASCET法）、PSV、再狭窄の有無、周術期合併症(徐脈、低血圧、TIA、
脳梗塞)を調査した。 

【結果】男性５例、女性0例、年齢は76-84y (平均78.6y)、５例とも血管断面積3/4以
上の石灰化病変が存在していた。Balloon拡張時間は30-90秒(平均60秒)、拡張圧は
8-28atm( 平 均 15.4atm) で あ り、 留 置 し た Stent は Precice(10x40mm) が 4 例 、
CarotidWall(10x31mm)が１例であった。治療終了時の最狭窄部径は2.7-3.4mm(平均
2.96mm)となり、全症例において再狭窄、TIA、脳梗塞は認めなかった。術後PSV
は39-144cm/秒(平均93.6cm/秒)であり、残存狭窄率 24-54%(平均36.3%)と有効な拡
張を得た。

【結語】高度石灰化病変に対するCASにおいてHPBを使用することで有効な拡張が
得られた。
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DP-16-3
未破裂脳動脈瘤塞栓術後の血栓性合併症に関する報告
金澤　隆三郎（かなざわ りゅうざぶろう）1、内田　貴範（うちだ たかのり）1、
東田　哲博（ひがしだ てつひろ）1、高橋　祐一（たかはし ゆういち）1、
高木　清（たかぎ きよし）1

1流山中央病院脳神経外科

目的：当施設における未破裂脳動脈瘤塞栓術後の血栓性合併症について明らかにす
ること。方法：2012年7月以降を3期に分け解析した。Stage1はDAPT（バイアスピ
リン10mg, クロピドグレル75mg）のみ（49例）、stage2はリバーロキサバン+クロ
ピドグレル75mg（承諾をいただけた患者さんのみDOAC服用、承諾未のものは通
常のDAPTを行った）（82例）、stage3はDAPT（67例）だが、必要に応じて術後の
抗血栓薬の追加を行った。虚血性合併症は術後72時間以内に撮像したDWI画像か
ら判断した。MRI未施行、内服不適正、SAHまたは他血管障害急性期に行った未
破裂瘤治療、喫煙、flow diverter stent使用例は除外した。各stage間、DAPT, 
DOAC間での比較検討を行った。結果：DWI陽性はstage1で51%、stage2で47.6%、
stage3で59.7%であった。DAPT全体では54.7%、DOAC全体では47.5%であった。
症候性はstage間でそれぞれ10.2%, 3.7%, 14.9%、DAPT, DOAC間ではそれぞれ
10.1%, 6.8%で（全体では9.57%）、永続性は2.04%, 0%, 4.48%そして2.88%, 0%（全体
では2.13%）であった。各stage間で動脈瘤サイズに有意差はなかった。DWI個数
はstage2, 3でstage1に比して少数であった。症候性合併症に関わる因子としては、
瘤最大径、親血管径、DWI個数減少に関わる因子としてはDOAC服用が有意であっ
た。瘤最大径とDWI個数を、DAPT, DOAC群で回帰分析を行うと、DAPT群では
個数が増えるものの、DOAC群では有意ではなかった。考察：DAPTに加えて追加
療法を行っても合併症は生じており、learning curveでは防ぎきれないものがある
と考えられる。DOACの使用または併用は血栓性合併症を減じる可能性はあるが、
今後前向きな研究が求められる。
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DP-16-2
未破裂脳動脈瘤治療後の脳血流に関する後方視的研究
金澤　隆三郎（かなざわ りゅうざぶろう）1、内田　貴範（うちだ たかのり）1、
東田　哲博（ひがしだ てつひろ）1、高橋　祐一（たかはし ゆういち）1、
高木　清（たかぎ きよし）1

1流山中央病院脳神経外科

開頭術と血管内手術いずれかの方法で未破裂脳動脈瘤の治療がなされた症例につい
て、目に見えない侵襲があるかどうか、高次機能低下の見られなかった症例におけ
るRI検査での脳血流評価を行った。術前に高次機能検査（MMSE, FAB, 三宅式）、
RI検査を施行し、術後半年、2年で同様の検査を行うことのできた開頭クリッピン
グ例と、同様の検査を術前、半年後に施行し得た血管内手術症例で、術後に虚血、
出血に伴う症候性の合併症を来さなかった開頭術後の14例（A群）（58.4歳　中央
値）、血管内手術後の34例（B群）（67.5歳　中央値）を評価した。開頭に関しては、
開頭に伴う侵襲が見られているかどうか、血管内治療に関しては、無症候だが術後
見られるDWI highが有意な影響がないかどうかに主眼を置いて、調査した。RI検
査において、A群で、最も開頭による侵襲から離れている領域以外ですべて術前に
比較して脳血流の相対的低下が見られていた。これは術後2年でも同様であった。B
群においては、ACA領域ではDWI highの有無にかかわらず術前に比しての低下は
見られなかったが、MCA領域ではDWI highのある症例では相対的低下が認められ
た。A, B群での比較では、術前に関して差はないが、術後半年の段階ではA群の方
に相対的低下が強かった。高次機能低下のない症例でも、開頭術では機械的な侵襲
が影響し、血管内手術では虚血が影響している可能性がある。これらが長期的予後
に影響ない保証はないため、手術介入は一定の侵襲があることを踏まえて、少しで
もイベントのない手術を心がける必要がある。

10443

DP-16-1
未破裂分岐部動脈瘤に対するコイル塞栓術：いかに有効性と安全性を
担保するか
原　健司（はら たけし）1、佐藤　徹（さとう てつ）1、太田　剛史（おおた つよし）1、
濱野　栄佳（はまの えいか）1、池堂　太一（いけどう たいち）1、
橋村　直樹（はしむら なおき）1、角　真佐武（すみ まさたけ）1、櫛　裕史（くし ゆうじ）1、
内田　充（うちだ みつる）1、西脇　崇裕貴（にしわき たかゆき）1、
飯原　弘二（いいはら こうじ）1、片岡　大治（かたおか ひろはる）1

1国立循環器病研究センター

【背景・目的】分岐部動脈瘤(TA)は側壁動脈瘤(SWA)と比して血行力学的負荷が強
いため、コイル塞栓術後の再発が多い。当施設における未破裂TAの治療成績を安
全性と治療効果の永続性の観点から検証した。【対象・方法】2010年7月から2019年
6月で初回治療としてコイル塞栓術を行った未破裂TA 88例を対象とした。これを
同時期に治療した未破裂SWA 169例の成績と比較の上、TAの治療法、合併症、再
発率について部位別に調査した。【結果】平均体積塞栓率(VER)はTA群28.6%、SWA
群28.8%とほぼ同等であり(p=0.99)、虚血性合併症(p=0.23)と再治療率(p=0.21)に差
はなかった。TA群(ACA系:52、BA bif.:29、IC bif.:3、MCA:4)では、BA bif.はACA
系に比して瘤最大径(7.1±1.8mm vs 6.0±1.7mm)とネック径(4.9±1.7mm vs 3.4±
1.1mm)が大きく(ともにp＜0.01)、aspect ratio(1.11±0.37 vs 1.55±0.47)も低かった
(p＜0.01)。BA bif.では全例で何らかのadjunctive technique(AdjT)が行われ、ステ
ント併用(SAC)は4例 (14%)であった。ACA系では全例でdistal access catheter 
(DAC)が使用され、simple techniqueが42例(81%)、SAC は4例 (9.6%)であった。BA 
bif.とACA系での平均VERは各々28.2%、28.1%、虚血性合併症の発生は各々2例
(6.9%)、0例、再治療率は各々2例(6.9%) 、2例(3.8%)であった。【考察】BA bif.では
AdjTの活用により、ACA系ではDACやLow profile deviceの使用により、安全性
と治療効果の永続性が担保できたと考えられる。【結語】未破裂分岐部動脈瘤に対
するコイル塞栓術はBA bif. ではステント併用を含む補助的手技、ACA系では適切
な症例選択により、側壁動脈瘤と同等の治療成績を担保できると考えられた。
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DP-15-10
頸動脈管移行部までのlong lesionを呈する頸動脈狭窄に対する頸動
脈ステント留置術の検討
飯田　悠（いいだ ゆう）1、森　健太郎（もり けんたろう）1、
河原　庸介（かわはら ようすけ）1、福井　一生（ふくい いっせい）1、
山下　亮太郎（やました りょうたろう）2、武田　むつき（たけだ むつき）2、
仲野　達（なかの たつ）2、野村　素弘（のむら もとひろ）1

1横浜栄共済病院脳卒中・神経センター脳神経外科、
2横浜栄共済病院脳卒中・神経センター脳神経内科

【背景】頸動脈管移行部までのlong lesionを呈した頸動脈狭窄に対しCASを施行し
た3症例の治療法を検討した。【症例】症例1: 49歳女性。左頭頂葉脳梗塞を発症。頸
部 内 頸 動 脈 解 離 cervical internal carotid artery dissection (CICAD) の 診 断。
embolic protection device (EPD)は９Fr MOMAを使用。頸動脈管移行部にProtege
を留置し、proximalにCarotid Wallstent 2枚を留置し良好な拡張を得た。症例2: 51
歳男性。左MCA領域の脳梗塞を発症。Eagle症候群によるCICADの診断。EPDは
9Fr OPTIMOとPercu Surge Guard Wireを併用しflow reversal法を施行。頸動脈
管移行部にProtegeを留置し、proximalにCarotid Wallstentを留置し良好な拡張を
得た。症例3: 73歳男性。左頸動脈分岐部から頸動脈管移行部までの無症候性頸動脈
狭窄。EPDはFilter Wire EZを使用。頸動脈管移行部にPrecise stentを留置し、
proximalにCarotid Wallstentを2枚留置し良好な拡張を得た。【考察】頸動脈管移行
部までのlong lesionを呈する頸動脈狭窄に対しCASを行う際、内頸動脈錐体部で
は内頸動脈は屈曲し骨に固定されているため、ステントの誘導・展開が難しい。特
にCICADでは、血管の正常部から正常部にかけてステントを留置することが重要
であるが、解離部は頸動脈管移行部まで及ぶことが多く、distal lesionでのステン
トの選択・留置がポイントとなる。我々は、頸動脈脈管移行部のlesionに対して先
端チップがtaperし、屈曲病変に柔軟なopen cell stentを選択した。proximal lesion
に対しては、壁在血栓の圧着と解離血管壁に対するストレスが少ないWallstentを
用いることで良好な拡張が得られ、有用と考えられた。
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DP-16-7
指数関数を用いた、未破裂脳動脈瘤サイズ別年間破裂率表の作成
佐藤　浩一（さとう こういち）1、花岡　真実（はなおか まみ）1、
手島　奈津美（てしま なつみ）2、山口　真司（やまぐち ただし）2、
松崎　和仁（まつざき かずひと）2

1徳島赤十字病院血管内治療科、2徳島赤十字病院脳神経外科

未破裂脳動脈瘤のインフォームドコンセントにおいて未破裂脳動脈瘤の自然経過は
非常に重要である。我が国ではUCAS Japan のデータを用いることになるが、この
データのインフォームドコンセント上の問題点はサイズ10mmから24mmの（グルー
プ最小と最大では、直径2倍以上の差がある）動脈瘤を一つのサイズの動脈瘤とし
て取り扱っていることである。つまり、10mmを越えるサイズでは、10mmから
24mmサイズの動脈瘤破裂率が一つの数字で記載されており、実情から離れている。
10mmから24mmサイズを細分化して、合理的な破裂率早見表作成を試みた。動脈
瘤サイズと年間破裂率には指数関数的近似曲線が当てはまる可能性が高いことを見
いだした。中大脳動脈瘤では、y= 0.6548e0.1082x (R2= 1)、前交通動脈瘤では、y= 
0.5924e0.138x (R2= 0.9912)、内頸動脈後交通動脈動脈瘤、y= 0.5768e0.1721x (R2= 
0.9376)であり、脳底動脈瘤では、y= 0.1697e0.2181x (R2= 1)であった。動脈瘤全体
ではy= 0.5079e0.1371x (R2= 0.9896)であり、これらを一覧表として提示する。
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DP-16-6
前大脳動脈遠位部未破裂動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
鈴木　亮太郎（すずき りょうたろう）1、滝川　知司（たきがわ ともじ）1、
藤井　淑子（ふじい よしこ）1、成合　康彦（なりあい やすひこ）1、
杉浦　嘉樹（すぎうら よしき）1、河村　洋介（かわむら ようすけ）1、
高野　一成（たかの いっせい）1、田中　喜展（たなか よしひろ）1、
永石　雅也（ながいし まさや）1、兵頭　明夫（ひょうどう あきお）1、
鈴木　謙介（すずき けんすけ）1

1獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

前大脳動脈遠位部動脈瘤は治療での高い合併症率が報告されており治療が困難な脳
動脈瘤の1つである。当院における前大脳動脈遠位部未破裂動脈瘤の治療成績を検
討、特に虚血イベントにfocusをおき検討を行った。【対象】2008年4月より2019年3
月の間でコイル塞栓術を施行した12症例を対象とした。【結果】平均年齢は67.8歳、
平均瘤径6.7mm、ステント併用での塞栓術は3例であった。周術期合併症は2例で認
め、1例は術中出血、1例は無症候性脳内出血であった。平均フォローアップは42.7
か月、再治療を要した症例は1例のみであった。全例で術後MRI DWIにて虚血性病
変を評価、DWI陽性は8症例(66.7%)、すべて無症候性であった。DWI陽性のリスク
因子の検討として高血圧などの基礎疾患、喫煙歴、血管造影所見（動脈瘤サイズ、
Ｄ/Ｎ比等）、ステント使用の有無、塞栓率、また血管造影所見としてA2径、A3径、
また動脈瘤と周囲血管の角度より2個の角度を算出（A2の角度（IA: inflow angle）、
A3とA3の角度（GOA: global outflow angle））し検討を行った。ステントの使用、
塞栓率などはDWI陽性群、DWI陰性群で有意差を認めなったがDWI陽性群で有意
にGOAは小さい結果となった（P＜0.01）。多変量解析においてGOA＜195°が有意
なDWI陽性のリスク因子となった（P=0.04）。【考察、結語】当院の治療成績は過
去の報告と比較しても遜色ない結果となった。虚血性病変のリスク因子としてGOA
が示された。GOAの小さい症例では虚血性合併症のリスクが高くクリッピング術
の検討も必要であると考える。症例に応じてクリッピング術、コイル塞栓術を使い
分けて安全に治療することが重要であると思われる。
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DP-16-5
10mm以上の脳動脈瘤に関するHydrogel coilの使い方～egg shell 
and scaffold theory～
宮本　倫行（みやもと みちゆき）1、大山　裕太（おおやま ゆうた）1、
宇野　健志（うの たけし）1、山根　文孝（やまね ふみたか）1、松野　彰（まつの あきら）1

1帝京大学医学部脳神経外科

【目的】10mmを超える脳動脈瘤に対する血管内治療において再発コントロールは
重要で，GREAT STUDYやHEAT STUDYではHydrogel coil (HC)の使用率（HES
比）を少なくとも50%以上にすることが重要であるとのエビデンスが提示されてい
る．

【対象】対象は2016年以降に演者が治療し経過観察しえた10mm以上の脳動脈瘤10
例を対象とした．性別は女性が8例で，年齢は52-84歳（平均72.3歳），動脈瘤サイズ
は10-23mm(平均14.0mm)であった．部位はAcomが1例，ICが6例，VAが2例，BA
が1例であった．ステントは8例で使用されていた．

【結果】再治療を必要とする再発を認めた症例はないものの，2例に部分再発を認め
た．この2例のHES比は45.8%と50.4%であり，全体平均（50.2%）と比較して決し
て低くなかった．この2例は症候性脳動脈瘤でありFirst coilから積極的にBare coil
を使用していた．一方，再発しなかったその他の症例は，First coilにHCを使用し，
外周をこれで埋めていた．HCは膨潤して塞栓率を上げることができるcoilであると
認識されているが，実験により膨潤が強度が増す可能性が示唆されており，HCを
外周に用いることにより硬いコイルで殻を作ることが可能であるかもしれない(egg 
shell)．またneck付近にHCを用いると，neckの表面においてcoilの占める体積が
増加し，内膜形成の足場となる可能性がある．（scaffold）これらの効果より再発予
防に有用な可能性があると考えた． 

【結語】10mm以上の動脈瘤に対するHCを中心とした治療は再発予防に非常に有用
であると考えた．特にFirst coilからHCを用いることが重要である可能性が示唆さ
れた．
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DP-16-4
3mm以下の未破裂脳動脈瘤に対する脳動脈瘤コイル塞栓術
岐浦　禎展（きうら よしひろ）1、富永　篤（とみなが あつし）1、
竹下　真一郎（たけした しんいちろう）1、籬　拓郎（まがき たくろう）1、
迫口　哲彦（さこぐち てつひこ）1、近藤　浩（こんどう ひろし）1、
露口　冴（つゆぐち さゆる）1、塩田　大成（しおた たいせい）1

1県立広島病院脳神経外科・脳血管内治療科

【目的】通常小型の未破裂脳動脈瘤は治療の適応となりにくいが、新生・増大した
脳動脈瘤や破裂に伴う多発脳動脈瘤、不整形の脳動脈瘤などは治療の適応となりう
る。また脳動脈瘤コイル塞栓術は脳動脈瘤が小さいほど術中破裂のリスクが高いた
め、開頭クリッピング術が第一選択となる。しかしながら種々の理由から脳動脈瘤
コイル塞栓術が選択される場合がある。今回我々は種々の理由から3mm以下の未
破裂脳動脈瘤に対して脳動脈瘤コイル塞栓術の選択した症例について検討した。【方
法】2016-2019年の間に当院で未破裂脳動脈瘤に対して血管内治療を行った72例のう
ち３ｍｍ以下の未破裂脳動脈瘤に対して脳動脈瘤コイル塞栓術をおこなった13例を
対象とした。対象の内訳は年齢41-74才、全例女性、動脈瘤の部位は内頚動脈系7例、
中大脳動脈系１例、前交通動脈系１例、脳底動脈系4例であった。大きさは2.4-3.0mm
であった。脳動脈瘤コイル塞栓術の選択理由は開頭クリッピング術困難例7例、患
者希望2例、多発瘤の一期的治療4例であった。【成績】全例全身麻酔下にて脳動脈
瘤コイル塞栓術を行い、complete occlusion9例、neck remnant4例であった。術中
破裂を含め、周術期合併症は認めなかった。【結論】術前に十分に検討すれば3mm
以下の未破裂脳動脈瘤も脳動脈瘤コイル塞栓術の適応になると考える。
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DP-16-11
Terminal type動脈瘤に対するsingle neck-bridging technique
の適応と限界
村井　智（むらい さとし）1、杉生　憲志（すぎう けんじ）1、
菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、
春間　純（はるま じゅん）1、高橋　悠（たかはし ゆう）1、西　和彦（にし かずひこ）1、
山岡　陽子（やまおか ようこ）1、佐藤　悠（さとう ゆう）1、
胡谷　侑貴（えびすだに ゆき）1、伊達　勲（だて いさお）1

1岡山大学大学院脳神経外科

【緒言】Terminal type動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術はside-wall type
動脈瘤と比較して高難度であり、1本のステントのみを使用するsingle neck-bridging 
technique (SNBT)には限界がある。SNBTが可能な条件として以下の3つのルール 
(ルール1:母血管と分岐血管のなす角度が90°未満である、ルール2:ステントにより
ネックの2/3をカバーできる、ルール3:大きさが12mm未満である)を提案し、自験
例での検討を行った。　

【方法】2015年から2020年までにステント併用コイル塞栓術を施行したterminal type
動脈瘤14例を対象とした。脳底動脈先端部11例、対側A1が低形成の前交通動脈2例 
、中大脳動脈分岐部1例であった。それぞれのルールを1つ満たせば1点とし、SNBT
で治療し得た11例 (SNBT群)とステントが2本必要となった3例 (T stent群)に分け
て、3つのルールと治療成績との関係を検討した。　

【結果】SNBT群とT stent群で、ルール1を満たしたのはそれぞれ8例(73%)と1例
(33%)、ルール2は7例(64%)と0例(0%)、ルール3は9例(82%)と1例(33%)であった。3
つのルールの合計点はSNBT群で有意に高かった (p=0.03)。6ヶ月後のフォローアッ
プをし得た10症例では全例で良好な塞栓結果が得られた。　

【結語】3つのルールを満たす症例ではSNBTで良好な塞栓が得られた。3つのルー
ルを満たさない場合は、T stentやY stentをはじめから考慮する必要があり、治療
方法の選択に有用なツールと考えられた。
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DP-16-10
未破裂脳動脈瘤に対するステント支援下コイル塞栓術におけるハイド
ロゲルコイルの有用性についての検討
中野　瑞生（なかの みずき）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、塚田　哲也（つかだ てつや）1、
クロップ　明日香（くろっぷ あすか）1、池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、
後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、大塚　崇史（おおつか たかふみ）1、
加藤　直毅（かとう なおき）1

1名古屋大学病院

目的：ステント支援下コイル塞栓術（SAC）におけるハイドロゲルコイル（HES）
のベアコイル（BPC）に対する有効性と安全性を検討する。方法：2010年から2018
年まで未破裂脳動脈瘤のSAC145例のうち、1本でもHESを用いたステントコイル
32例とBPCのみを用いた113例を比較した。診療録より後方視的に患者情報・画像
情報を18ヶ月間追跡検討し、再発・再治療率、mRSの悪化、治療合併症の発生率を
比較した。結果：平均年齢は60.8歳であり、男性は35.2%であった。部位は前方循環
55.2%、後方循環44.8% であり、両群で差はなかった。使用したステントは
EnterpriseVRD,2が60.7%、NeuroformEZ,Altasが13.1%、LVISが9.7%、LVIS blue
が11.0%、その他治験ステントが6.2%だった。動脈瘤の平均最大径はHES群で
11.1mm、BPC群で9.8mm、平均D/N比はHES群で1.48、BPC群で1.28でありHES
は最大径がより大きく、D/N比が大きい動脈瘤に使用される傾向であった。HES群
において全コイル長に占めるHE S長の平均比率は24.8%であり、中央値は21.6%だっ
た。治療直後の完全閉塞率はBPC群で26.5%と高い傾向にあった（HES群15.6%)。
重篤な再発もしくは再治療率はHES群で0%、BPC群は8.7%であり、治療合併症率
はHES群で18.8%、BPC群は14.2%であった。mRS悪化はHES群で10.0%、BPC群
で12.5%に見られた。水頭症はHES群で6.7%、BPC群1.0%で認められた。いずれの
項目においても有意差は認められなかった。結論： SACにおいてHESの併用はBPC
単独よりも塞栓予後が良好となる可能性がある示唆された。永続性神経合併症や水
頭症の発生率に差は認められなかった。
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DP-16-9
親動脈閉塞による治療を行なった部分血栓化脳動脈瘤の検討
吉村　晋一（よしむら くにかず）1、須山　武裕（すやま たけひろ）2、
宮田　真友子（みやた まゆこ）1、磯崎　春菜（いそざき はるな）1、
亀井　孝昌（かめい たかまさ）1、武田　純一（たけだ じゅんいち）1、
羽柴　哲夫（はしば てつお）1、埜中　正博（のなか まさひろ）1、
小田　恭弘（しょうだ やすひろ）3、淺井　昭雄（あさい あきお）1

1関西医科大学�脳神経外科、2関西医科大学総合医療センター、3東朋八尾病院

【背景】
部分血栓化脳動脈瘤は瘤内塞栓術では根治できず、flow diverterによる治療の報告
も少なく、クリッピング困難な症例も多いためしばしば親動脈閉塞（Parent Artery 
Occlusion: PAO）を行うことがあるが、その有効性について不明な点も多い。今回、
PAOによる治療を行なった部分血栓化脳動脈瘤についてその後の経過を検討したの
で報告する。

【対象と方法】
症例は筆頭演者が2008年4月より2020年7月までに当施設で治療を行なった未破裂部
分血栓化脳動脈瘤のうち、PAOを施行した5例を対象とし、動脈瘤の部位、大きさ、
治療における瘤の変化、症状の改善の有無を調査しPAOの治療効果および問題点
を評価した。

【結果】
症例は男性3例、女性2例、年齢は64～77歳（平均72.4歳）、動脈瘤の部位は椎骨動脈
が2例、上小脳動脈が1例、内頸動脈が2例であった。PAOに先立って血行再建を行
なった症例が3例あった。MRIで動脈瘤の長径は18mm～31mm（平均24.4mm）で
あった。無症候性が1例、症候性が4例であった。治療により動脈瘤の縮小を認めた
症例は1例のみで、残りの4例では明らかな縮小は認めなかった。症候性であった4
例のうち3例で症候の改善を認めたが、1例は改善なく更に症状の悪化を認めた。

【考察】部分血栓化脳動脈瘤の具体的な破裂率に対する報告は少ないが、大型化し
ているものが多いため破裂率は高いことが予想される。今回の5例で経過中に破裂
した症例はなく破裂予防の観点からPAOは有効性があると考えられた。症候性4例
中3例で症候の改善を認めておりある一定の効果があると考えられた。しかしPAO
のために血行再建を要する症例があることや治療後も症状の悪化を認めた症例もあ
り問題を残す結果であった。

10588

DP-16-8
未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後の外来受診とMRIフォローのマ
ネジメント
松原　功明（まつばら のりあき）1、平松　亮（ひらまつ りょう）1、
矢木　亮吉（やぎ りょうきち）1、大西　宏之（おおにし ひろゆき）1,2、
黒岩　敏彦（くろいわ としひこ）1,3、鰐渕　昌彦（わにぶち まさひこ）1

1大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2大西脳神経外科病院脳神経外科、
3畷生会脳神経外科病院脳神経外科

【緒言】 
未破裂脳動脈瘤の血管内治療後の外来受診とMRIフォローについて検討した。

【方法】 
2018年1年間に治療した未破裂脳動脈瘤61例を後方視的に調査した。

【結果】
治療手技は,PED留置11例･ｺｲﾙ塞栓50例(ｽﾃﾝﾄｱｼｽﾄ8例)だった。初回外来予約日より
前の予定外受診が7例あった(脳出血･視機能悪化･穿刺部合併症･脳虚血症状 各1例
･頭痛3例)。初回予約日に予定通り受診した患者は53例で(治療から平均37日後),そ
の際に報告された有害事象5例はすべて出血傾向に関するもので,抗血小板剤の減量
を3例で行った。
2回目以降の外来受診時に生じた有害事象は,薬剤性汎血球減少1例･抗血小板剤自
己中断による脳梗塞1例だった。
フォロー早期の有害事象を退院時の抗血小板剤投与の有無で検討した。抗血小板剤
投与なし16例では1例(6.3％)で脳虚血症状が出現したが出血性の有害事象はなかっ
た。抗血小板剤投与あり45例では出血性有害事象を8例(17.8％)でみとめた。
初回予定MRIは平均94日後に56例で施行した。動脈瘤再発や塞栓状態の悪化はな
かった。異物性肉芽腫の白質病変2例,母血管の中等度狭窄1例をみとめた。
2回目のMRIは平均305日後(約10ヶ月後)に50例で施行され,2例で再発をみとめた。
平均371日(約12ヶ月)のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ期間で動脈瘤の破裂はなかった。動脈瘤再発は3例
(再治療1例)あり,治療から14･15･22ヶ月後のMRIで見つかった。

【結論】 
未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後1ヶ月の外来受診までは出血性有害事象が多
く, 抗血小板剤の投与が関与していた。術後3ヶ月のMRIでは動脈瘤の再発はみと
めなかった。血管内治療時の塞栓状態が良好で、退院時に抗血小板剤投与を要しな
い症例では3ヶ月以上先のフォローで十分である。
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DP-17-4
前交通動脈瘤コイル塞栓術におけるhorizontal stent留置の有効性
坂本　広喜（さかもと ひろき）1、石橋　敏寛（いしばし としひろ）2、
山本　康平（やまもと こうへい）3、堀内　一史（ほりうち かずふみ）3、
野田　靖人（のだ やすと）3、諸岡　暁（もろおか さとる）3、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1東京医科大学病院脳神経外科、2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科、
3富士市立中央病院脳神経外科

前交通動脈瘤(AcomAN)に対するコイル塞栓術において同側の前大脳動脈(A1)から
反対側のA1へステントを留置するhorizontal stentが有効な症例を経験したので報
告する。症例は67歳女性で、頭痛精査のMRIにてAcomANを指摘された。精査の
結果、neck 3.95mm, width 7.33mm, height 5.95mmでblebを伴うAcomANを認め
た。右A1が優位の前下向きの動脈瘤で左A1は低形成であった。血管内治療を選択
し、右A1からのdouble catheter techniqueでの塞栓を試みた。しかし、前下向き
でwide neckの動脈瘤でありworking angleの制限もありAcomや左A2のpatency
を担保しながらの塞栓が不可能であった。よって、stent assist での塞栓術を検討
した。approach sideである右A1から右A2もしくはAcomを介した左A2へのstent
留置を検討したが、neck coverageの低さや画像上分離できていない血管への無理
なcatheterの誘導のリスクを避け、左A1からAcomを介して右A1へのstent留置を
選択した。Stent留置後は死角となる血管閉塞の懸念がなくなったため安全に塞栓
術を遂行することができ、塞栓率28.2%で終了した。Stentの効果にはneck coverage
のみでなく塞栓中に死角となる血管の開存の確保という効果もある。特にwide neck
で前下向きのAcomANにおいては症例によってA1-A1にかけてstentを留置するこ
とで安全で高い塞栓率を得られると考えた。
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DP-17-3
再発を繰り返す脳底動脈本幹部大型動脈瘤に対して、overlap stent
を用いて治療し得た1例
井上　明宏（いのうえ あきひろ）1、田川　雅彦（たがわ まさひこ）1、
松本　調（まつもと しらべ）1、渡邉　英昭（わたなべ ひであき）1、
國枝　武治（くにえだ たけはる）1

1愛媛大学大学院�医学系研究科�脳神経外科

脳底動脈（basilar artery：BA）本幹部の動脈瘤は、直達手術が困難なため血管内
治療の適応となることが多いが、その治療方針には苦慮する場合が多い。今回我々
は、Enterprise VRD併用下のコイル塞栓術後に再発を来したBA本幹部動脈瘤に対
して、LVIS BLUEを用いてコイル塞栓術を施行した1例を経験したので報告する。
症例は71歳、女性。既往歴は高血圧以外、特記事項なし。約5年前に脳底動脈本幹
部動脈瘤（neck：4.6mm、dome：7.8mm、height：8.6mm）に対してEnterprise 
VRD（4.5mm/22mm）併用下のコイル塞栓術を施行し外来フォローを行っていた
が、治療2年後にdomeの造影が認められたためコイル塞栓術を追加した。しかし、
その3年後に再度、動脈瘤の増大が認められたため、ステントを用いたコイル塞栓
術を追加する方針とした。まず、Trans-cell techniqueで動脈瘤内部にアプローチ、
可能な限りのコイル塞栓術を施行した後、ステント留置手技に移行した。4F 
FUBUKI を BA に留置、Headway-21を右後大脳動脈に誘導し、LVIS ステント

（4mm/17mm）をEnterprise VRDの遠位側より僅かに手前から展開した。動脈瘤
のneck付近は出来るだけステントストラットが密になるようにシステムプッシュ
を行いつつ、最終的にはステント近位側がEnterprise VRDのやや近位側で展開さ
れるように留置している。術後、明らかな神経脱落所見は認められず、1年経過し
た現在も動脈瘤の描出やステント内血栓の所見は認められず、外来にて経過観察中
である。
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DP-17-2
進行性増大を示した血栓化症候性椎骨脳底動脈大型瘤に対してLVIS
ステントを留置した1例
岡崎　貴仁（おかざき たかひと）1、坂本　繁幸（さかもと しげゆき）1、
大下　純平（おおした じゅんぺい）1、細貝　昌弘（ほそがい まさひろ）1、
桑原　政志（くわばら まさし）1、田口　慧（たぐち あきら）1、
前田　雄洋（まえだ ゆうよう）1、飯田　幸治（いいだ こうじ）1、
栗栖　薫（くりす かおる）1

1広島大学大学院医系科学研究科�脳神経外科学

【はじめに】血栓化椎骨脳底動脈大型瘤の発生頻度は低く治療法は確立していない。
保存的に加療した場合、脳幹圧迫、脳虚血発作や脳出血を起こすことが多く最終的
に死に至ることが多い。今回我々は、進行性に血栓化の増大を認め神経症状をきた
した血栓化椎骨脳底動脈大型瘤に対して、LVISステントを複数枚重ねて治療した
症例を経験したので報告する。【症例】68歳男性。12年前に血栓化椎骨脳底動脈瘤
を指摘された。初回発見から約11年経過後、動眼神経麻痺による複視が出現したた
め治療目的にて当院紹介となった。MRI・DSA上、右椎骨動脈から脳底動脈にかけ
て血栓化大型動脈瘤（23mm）を認め、同病変はS字状に屈曲蛇行し、橋は強く圧
排変形していた。血栓化症候性椎骨脳底動脈大型瘤に対して、LVISステントの整
流効果による動脈瘤増大抑制を期待し、後大脳動脈～脳底動脈～椎骨動脈に計11本
のLVISステントをテレスコープに留置した。治療に伴う合併症なく独歩退院となっ
たが、術後111日目（DAPT中）に左下肢不全麻痺・呂律困難を発症した。DWI上、
橋の右腹側に急性期梗塞を認めたが、保存的加療を行い症状は消失した。術後6ヶ
月時点で、MRIで血栓化動脈瘤の増大なく、DSAでステント外への造影剤漏出は
術直後より減少し、また停滞していることを確認した。抗血小板剤は術後6ヶ月で
クロピドグレル単剤とし、現在外来にて経過観察中である。【結語】血栓化症候性
椎骨脳底動脈大型瘤に対し、複数枚のLVISステントを重ねて留置し、動脈瘤増大
進行抑制が得られた1例を経験した。LVISステントを重ねて留置することで血流の
整流効果が期待でき治療選択肢の一つになる可能性が示唆された。
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DP-17-1
ステントアシストコイル塞栓術を施行した未破裂脳動脈瘤の遅発性脳
内出血の検討
朝倉　健登（あさくら けんと）1、松本　調（まつもと しらべ）1、
今村　博敏（いまむら ひろとし）1、後藤　正憲（ごとう まさのり）1、
福光　龍（ふくみつ りゅう）1、春原　匡（すのはら ただし）1、
福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、大村　佳大（おおむら よしひろ）1、
秋山　智明（あきやま ともあき）1、福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、
呉　浩一（ご こういち）1

1神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

【はじめに】ステントアシストコイル塞栓術後の遅発性脳内出血の原因に関しては
明らかになっていない点が多い。当院においてステント併用コイル塞栓術後に遅発
性脳内出血を来した症例について、文献的考察を踏まえて報告する。【症例】症例
1:71歳 女性。心房細動に対してエドキサバン30mgを内服しており、物忘れの精査
で前交通動脈瘤を指摘された。左A2から同側のA1にかけてNeuroform Atlas 
3.0mm*21mmを留置した後、コイル塞栓を施行した。術後神経症状なく自宅退院し
たが、 術後4日目に意識障害を来し、頭部CTで右前頭葉皮質下に脳出血を認めた。
血腫除去術を施行したが出血発症から5日後に死亡した。症例2:79歳女性。右視力低
下で右内頚動脈瘤を指摘された。C2に最大径14.2mmの上外側向き動脈瘤を認めた
他、C3とC4にも動脈瘤が確認された。BTOではintoleranceであった。M1からC4
にかけてPipeline Flex 5.0mm*35mmを留置し、C2の動脈瘤に対してはコイルの瘤
内塞栓を施行した。術後17日目に意識障害、左上下肢麻痺が出現し、頭部CTで右
前頭葉皮質下に脳出血を認めた。出血時のVerifyNowはPRU 10であった。開頭血
腫除去術を行うも左上下肢麻痺は後遺し、出血発症から31日後にmRS 4で転院した。

【考察】遅発性脳内出血の原因として、多剤抗血小板薬や梗塞巣の出血性変化、治 
療に伴う血行動態の変化等が報告されている。当院の症例ではいずれも治療動脈瘤
と同側の出血で、術後MRIでは出血部位に一致した点状梗塞巣を認めていた。背景
として微小塞栓の存在 が強く疑われた他、症例1では3剤の抗血栓薬の内服があった
こと、症例2では抗血小板剤への反応性の変化が出血を助長した可能性が示唆され
た。
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DP-17-8
未破裂椎骨動脈脳底動脈移行部動脈瘤に対してステントアシストコイ
ル塞栓術で治療した一例
猪俣　裕樹（いのまた ゆうき）1,2、上条　隆昭（かみじょう たかあき）1,2、
黒岩　正文（くろいわ まさふみ）1,2、村田　貴弘（むらた たかひろ）1,2、
堀内　哲吉（ほりうち てつよし）2

1南長野医療センター篠ノ井総合病院脳神経外科、2信州大学医学部脳神経外科

【目的】椎骨動脈脳底動脈移行部に発生する脳動脈瘤は比較的稀である。今回我々
は椎骨動脈脳底動脈移行部に発生した嚢状と思われる未破裂脳動脈瘤に対して、ス
テントアシストコイル塞栓術で治療した一例を経験したので文献的考察とともに報
告する。【症例】72歳女性。頭痛の精査で脳幹腹側の腫瘤を指摘され当科紹介され
た。MRI・脳血管撮影による精査で、椎骨動脈脳底動脈移行部の腹側に、最大径
16mmでblebを伴う動脈瘤を認めた。形態的には解離性動脈瘤より嚢状動脈瘤が考
えられた。椎骨動脈は右側優位で、動脈瘤頚部は椎骨動脈合流部を巻き込む形で認
めたため、両側椎骨動脈を温存するステントアシストコイル塞栓術を行った。全身
麻酔下、両側の総大腿動脈にガイディングシースを留置し、右椎骨動脈経由で
Nueroform Atlasを脳底動脈から右椎骨動脈へ留置し、左椎骨動脈経由でJailされ
たマイクロカテーテルからコイル塞栓を行った。最大径16mmの大型の瘤であり、
Target XXLとTarget XLコイルを用いて効率的に塞栓し、完全閉塞を得た。術後
の経過は良好で自宅退院された。フォローアップの脳血管撮影でも完全閉塞してお
り、ステント内の開存も良好であった。【考察・結語】本症例の動脈瘤は形態的に
嚢状動脈瘤と考えられ、脳底動脈の融合不全による窓形成に関連した動脈瘤と同様
に、窓形成はないものの中膜欠損が生じ腹側に向かって発生したと推測した。また
Target XXLコイルは、本動脈瘤を効率的に塞栓することができ、大型の瘤に対し
て第一選択になり得ると思われた。
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DP-17-7
“Wrapped candy” LVISテクニックを用いてステント併用コイル塞
栓を行った重複中大脳動脈分岐部瘤の1例
三浦　伸一（みうら しんいち）1、今堀　太一郎（いまほり たいちろう）1、
溝部　敬（みぞべ たかし）1、藤中　俊之（ふじなか としゆき）2、
東野　真志（ひがしの まさし）1、杉原　正浩（すぎはら まさひろ）1、
相原　英夫（あいはら ひでお）1、甲村　英二（こうむら えいじ）3

1兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科、
2独立行政法人国立病院機構大阪医療センター、
3公立学校共済組合近畿中央病院脳神経外科

【目的】重複中大脳動脈分岐部瘤は稀であり、またワイドネックであることが多い
ことから、これまでに血管内治療を行った症例の報告は少ない。今回我々は、同部
位の未破裂瘤に対して “wrapped candy” LVISテクニックを用いてステント併用コ
イル塞栓を行った1例を報告する。【テクニック】Braidedステントは留置血管形状
に加えて長軸方向の短縮程度によってストラット形状が変わる特性を持ち、LVIS
のbraidedステントとしての特性を活用して、可視されるワイヤーが“wrapped 
candy”形状となるまで最大限に短縮してストラットを膨隆させるテクニックを我々
はwrapped candy LVISテクニックと名付けた。【症例】44歳女性で、最大径4.8 mm、
ネック4.7 mmとワイドネックで、重複中大脳動脈が瘤基部より分岐し、母血管径
が3.0から3.2 mmである未破裂右重複中大脳動脈分岐部瘤に対して治療を行った。ス
トラットを膨隆させることで分岐血管の起始部を温存し、さらにネックでの金属被
覆率を高めるために、LVIS blue 3.5 mm × 22 mmステントを可視ワイヤーが
“wrapped candy”形状となるまでデリバリーワイヤーを積極的に押し出しながら動
脈瘤ネックで最大限にステントを短縮かつ膨隆させて留置した。その後jailingした
マイクロカテーテルよりコイル塞栓を行い、分岐血管を温存した良好な塞栓結果を
得た。【結論】ワイドネックかつ分岐血管起始部を瘤基部に含む瘤は血管内治療不
向きとされるが、そのような重複中大脳動脈分岐部瘤に対してwrapped candy LVIS
テクニックを用いて分岐血管を温存した良好な塞栓結果を得た。同様の形態を呈す
る他部位の動脈瘤に対しても本テクニックは有用な手技となる可能性がある。
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DP-17-6
再発大型動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術の工夫
山口　玲（やまぐち れい）1、藍原　正憲（あいはら まさのり）1、
清水　立矢（しみず たつや）1、相島　薫（あいしま かおる）1、
好本　裕平（よしもと ゆうへい）1

1群馬大学医学部脳神経外科

【はじめに】多くの再発大型動脈瘤の治療のにステント併用コイル塞栓術が施行さ
れている。再発動脈瘤内は不整形であり、neck remodelingを行っても十分な塞栓
が行えないことがある。その理由の一因としてjailing techniqueによる、マイクロ
カテーテルの操作性低下が挙げられる。今回、我々は再発動脈瘤の塞栓率を上げる
ための工夫について報告する。【病歴】X-1年にくも膜下出血、破裂左IC-Pcom動脈
瘤の既往のある72歳女性。動脈瘤は12x10mmと大型、動脈瘤頚部6.2mmとbroad 
neckでありバルーン併用コイル塞栓術を行なった。瘤内に12本のコイルを充填し
た。術後は無症候性の動脈性塞栓を認めるのみで、mRS 0で自宅退院となった。術
後3ヶ月間はアスピリンとクロピドグレルのDAPTとした。経過観察中にC1の拡張
とcoil compactionが徐々に明らかになり、動脈瘤頚部側に造影剤の流入を認めた。
再発と診断しステント併用コイル塞栓術を行うこととした。【手術】全身麻酔下に
右大腿動脈より8Fr Fubukiを左内頚動脈へ誘導。TacticsとHeadway Duoで瘤内
へ ア プ ロ ー チ。Tactics は 動 脈 瘤 proxymal neck ま で 誘 導 さ せ た。SL-10か ら
Neuroform Atlas 4.5x21mm を M1近 位 部 か ら 展 開 し、Tactics を jail さ せ た。
Headway Duoからコイル塞栓を行い、合計14本のコイルを充填した。手技中に
Headway Duoのコントロールは良好で、十分な塞栓が行えたと考えられた。【結論】
Tacticsを動脈瘤直近でjailingさせることでコイル塞栓用マイクロカテーテルは安
定化し、さらに操作性を低下させることなく動脈瘤塞栓を行うことができた。本方
法はICやVAなどの近位動脈瘤に対するコイル塞栓時に有用な手技と考えられる。
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DP-17-5
Neckの存在しない前交通動脈瘤に対するXステント併用のコイル塞
栓術
森嶋　啓之（もりしま ひろゆき）1、池田　哲也（いけだ てつや）1、
中山　博文（なかやま ひろぶみ）1、大塩　恒太郎（おおしお こうたろう）1、
長島　梧郎（ながしま ごろう）1、田中　雄一郎（たなか ゆういちろう）2

1川崎市立多摩病院指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学脳神経外科、
2聖マリアンナ医科大学脳神経外科

【はじめに】頭蓋内脳動脈瘤の中で瘤発生方向や母動脈とneckの位置で複雑かつ治
療の難易度に変化があるのが前交通動脈瘤である。前方方向に発生しneckの存在
しない前交通動脈瘤に対し両側の前大脳動脈温存のために2本のステントを併用し
コイル塞栓術を施行した1例を経験した。【症例】61歳、女性。突然の頭痛と意識消
失を伴うくも膜下出血を発症(WFNS 1)。破裂前大脳動脈遠位部瘤に対しコイル塞
栓術を施行し経過良好。合併した前交通動脈瘤は、大きさ約6mmの前方へ向く動
脈瘤でブレブを伴う形状。両側A1は瘤dome下壁へ合流し両側A2は瘤側壁から分
岐しneckが存在しない形状であった。両側前大脳動脈A2へマイクロカテーテルを
誘導後、瘤内にマイクロカテーテルを誘導し、jail techniqueで治療を行った。ステ
ント(Neuroform Atlas 3.0mmx21mm)をそれぞれの前大脳動脈A2からA1へX状の
kissing techniqueで留置後、瘤内をコイル塞栓した。右側A2から瘤移行部でステ
ント拡張が不良のため瘤全体を覆うコイルのフレーム形成では右大脳動脈の血流遅
延が生じ、body fillingで治療終了せざるをえなかった。術直後のMRA上瘤内血流
の低下を認めるも、DSAでは瘤中央部のbody fillingのままであった。【結語】Neck
の存在しない前交通動脈瘤にそれぞれの前大脳動脈形成のためのXステントは有用
と考える。他の発生部位と比較して動脈径が細く走行が屈曲するためステントの選
択は重要と考える。
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DP-18-3
後頭動脈-椎骨動脈吻合からステントを留置した椎骨動脈 -後下小脳
動脈未破裂動脈瘤の一例
穴澤　徹（あなざわ とおる）1、滝川　知司（たきがわ ともじ）1、
白坂　暢朗（しらさか のぶお）1、松本　佳之（まつもと よしゆき）1、
藤井　淑子（ふじい よしこ）1、成合　康彦（なりあい やすひこ）1、
杉浦　嘉樹（すぎうら よしき）1、河村　洋介（かわむら ようすけ）1、
鈴木　亮太郎（すずき りょうたろう）1、高野　一成（たかの いっせい）1、
兵頭　明夫（ひょうどう あきお）1、鈴木　謙介（すずき けんすけ）1

1獨協医科大学埼玉医療センター

【緒言】椎骨動脈-後下小脳動脈（VA-PICA）部のwide neck動脈瘤に対して、対側
VAを経由したretrograde approachでのステント併用コイル塞栓術の報告は散見さ
れる。今回対側VAが使用できず、後頭動脈(OA)-VA吻合、対側VA経由でステン
ト留置、同側VAよりコイル塞栓術を施行したVA-PICA未破裂動脈瘤の１例を報
告する。

【症例】76歳女性。頭痛精査のMRIで右椎骨動脈-後下小脳動脈（VA-PICA）動脈
瘤を指摘され当院紹介受診した。動脈瘤最大径8.3mm、wide neckでありステント
併用コイル塞栓術を計画した。PICAの分岐が鋭角で同側VAからPICAへのカテー
テル留置は困難だった。対側VAは起始部で閉塞しOA-VAを介して末梢のVAが描
出され、OA-VA吻合の血管径が太くアクセス可能と考えた。ステント留置用マイ
クロカテーテルは左OA、左VAよりretrograde approachで動脈瘤側のPICAへ誘
導、コイル塞栓用カテーテルは同側VAより動脈瘤内へ留置した。ステントをVA
からPICAで展開留置、Jailingで計8本、42cmのコイルを留置、Neck Remnantで
終了、PICAの温存も確認した。術後MRIで小梗塞を認めたが、経過良好で自宅退
院した。

【考察】wide neck VA-PICA動脈瘤に対して、ステント併用コイル塞栓術は有用で
ある。PICA分岐角度によっては同側からアクセスが困難で対側VAからのアクセ
スも選択肢となる。本症例ではVA閉塞のためOA-VA吻合があり、血管径も充分
でアクセスルートとして使用可能であった。PICA温存も可能だったが今後安全性
の検討が必要である。

【結語】OA-VA吻合を経由してステントを留置しコイル塞栓術を行ったVA-PICA
動脈瘤の一例を報告した。OA-VA吻合血管径が十分な場合には、有用なアクセス
ルートと考えられた。
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DP-18-2
動眼神経麻痺を伴う未破裂内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対し、
コイル塞栓術を行った5例の検討
福留　賢二（ふくとめ けんじ）1、小坂田　陽介（おさかだ ようすけ）2、
松岡　龍太（まつおか りゅうた）2、前岡　良輔（まえおか りょうすけ）1、
高橋　賢吉（たかはし けんきち）1、大西　宏之（おおにし ひろゆき）1、
山本　慎司（やまもと しんじ）1、西岡　利和（にしおか としかず）1、
兒玉　裕司（こだま ゆうじ）1、久我　純弘（くが よしひろ）1、
大西　英之（おおにし ひでゆき）1

1大西脳神経外科病院脳神経外科、2大西脳神経外科病院神経内科

【はじめに】動眼神経麻痺(ONP)は、未破裂内頚動脈後交通動脈分岐部(IC-PC)動脈
瘤のwarning signの1つとして知られており、破裂予防及びONP改善のために早期
の治療が勧められるが、コイル塞栓術はmass effectの継続により、ONPの改善率
についてはクリッピング術に劣るという報告が多い。我々はONPを伴う未破裂IC-PC
動脈瘤に対し、コイル塞栓術を行った症例につき検討した。

【対象と方法】対象は2018年1月から2020年5月までに、ONPを伴う未破裂IC-PC動
脈瘤に対し、緊急コイル塞栓術を行った連続5例。全例が女性で、平均年齢は71 (60 
－ 88)歳であった。完全ONPは3例、不完全ONPは2例であった。動脈瘤の平均サ
イズは6.8 (3.5 － 11)mm、発症からコイル塞栓術までの平均期間は4.6 (1 － 14)日で
あった。治療は原則として来院から24時間以内に行い、治療後はステロイド、ビタ
ミン剤を使用した。Outcomeとして、Raymond分類、破裂の有無、ONPの経過を
調べた。

【結果】全例合併症なく治療は成功し、Raymond分類ではclass 1が2例、class 2が3
例であった。その後のフォローアップ中に破裂は起こらなかった。ONPについては
平均14.4 (2 － 39)ヶ月で評価し、2例で完全回復、3例で部分回復を認め、不変や悪
化はなかった。

【結論】破裂予防のために、迅速な治療は必要であり、コイル塞栓術であっても程
度の差こそあれ、ONPは改善し得ると考えられた。
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DP-18-1
A1紡錘状動脈瘤に対しステント併用コイル塞栓術を施行した1例
堀口　聡士（ほりぐち さとし）1、川内　豪（かわうち たけし）1、
佐藤　岳史（さとう たけし）1、小室　太郎（こむろ たろう）1

1市立長浜病院脳神経外科

【緒言】A1の動脈瘤は頭蓋内動脈瘤の1%以下であるが、内側レンズ核線条体動脈な
どの穿通枝が関与し、安全な治療は困難な場合もある。今回、A1紡錘状動脈瘤に対
しステント併用コイル塞栓術を施行したので、報告する。【症例】75才女性。左肺
腺癌の術後5年経過し、脳転移の精査目的でMRIを撮像し、脳動脈瘤を指摘され当
科に紹介となった。左A1に最大径約9 mmの紡錘状動脈瘤を認めた。年齢、本人の
希望を考慮し、血管内治療による塞栓術を施行した。術中の症状を観察する目的で、
局所麻酔下に施行した。Neuroform Atlas 3mm x 21mmをA1全長にかけて展開し、
Excelsior SL10をtrans-cellに動脈瘤内に誘導し、コイル塞栓した。最終造影では動
脈瘤の外側側は血流が残存したが、母血管は温存した。神経学的症状の出現はなく、
MRIで異常信号の出現はなかった。【考察】またA1の走行にはバリエーションがあ
り、内側レンズ核線条体動脈などの穿通枝が関与するため、この部位の動脈瘤治療
は慎重を要する。直達手術を選択するとしても、穿通枝の温存が必要であり、紡錘
状動脈瘤においては母血管の形成的なクリッピングは技術を要する。血管内治療で
は穿通枝の画像上の描出は、直視下での確認には劣る可能性があるが、血管を偏倚
させないことの利点はある。また紡錘状瘤に対するステントによる母血管温存は動
脈瘤壁に変化を加えない点で利点がある可能性ある。

10870

DP-17-9
Wide neck中大脳動脈分岐部動脈瘤に対するM2ステント併用コイ
ル塞栓術の有用性
内藤　雄一郎（ないとう ゆういちろう）1、藤井　教雄（ふじい のりお）1、
西島　洋司（にしじま ようじ）1

1医療法人社団親和会西島病院

【背景】Wide neckな中大脳動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術は、neckが
長くM2に騎乗、M1-M2の分岐角度が急峻、2本のM2の径に差があるなどの理由で、
M1-M2にステントを留置してもneck coverageが十分でなく、herniateさせてのス
テント留置もappositionの危険が伴う。今回、我々はwide neckな中大脳動脈分岐
部動脈瘤に対し、一方のM2-分岐部にステントを留置することで効果的にコイル塞
栓術を行えた症例を経験したので、報告する。

【対象】症例1:84歳女性、めまい精査のMRIAで左中大脳動脈瘤が認められた。動脈
瘤は左M2 inferior trunkに長く騎乗し、M1-M2の角度はsuperior, inferior trunkの
どちら側とも鋭角であった。Neuroform Atlas 3.0mm×15mmを左M2 inferior 
trunk-分岐部にjustに留置しコイル塞栓術を行い完全閉塞を得た。症例2:84歳女性、
SAHで発症し破裂前交通動脈瘤に対しコイル塞栓術を行った。術中、未破裂左中大
脳動脈瘤にコイル塞栓術を試みたが、動脈瘤は細い左M2 superior trunkにほぼ騎
乗し、動脈瘤横径とneckが同sizeでM2を温存して十分なコイル塞栓を行うことが
困難なため断念した。10カ月後に左中大脳動脈瘤に対しステント併用コイル塞栓術
を行った。Neuroform Atlas 3.0mm×15mmを左M2 superior trunkのみにjustに
留置しコイル塞栓術を行い完全閉塞を得た。

【考察】M2-分岐部にjustにステントを留置したコイル塞栓術では、neck coverage
を十分行える、ステントのappositionがない、などの利点がある。【結語】Wide neck
な中大脳動脈瘤に対し、ステントをM2-分岐部にjustに留置することで、M2を温
存し動脈瘤の完全閉塞が可能であった。
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DP-18-7
非対称前大脳動脈の遠位部動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した1例
堀口　聡士（ほりぐち さとし）1、川内　豪（かわうち たけし）1、
佐藤　岳史（さとう たけし）1、小室　太郎（こむろ たろう）1

1市立長浜病院脳神経外科

【緒言】非対称前大脳動脈は片側の前大脳動脈が両側の脳実質への潅流を担う、解
剖学的なanomalyである。Azygos ACAはこのanomalyの最も稀なものであり、発
生率は0-5%とされる。今回、前大脳動脈瘤遠位での血管分岐により両側前頭頭頂葉
の内側を貫流している例で、コイル塞栓術を施行したので、報告する。【症例】81
才女性。アルツハイマー型認知症のため、神経内科で加療中。MRI検査で右前大脳
動脈遠位部瘤があり、増大傾向のため紹介となった。右内頚動脈撮影で、最大径4.3 
mmの前大脳動脈遠位部瘤を確認した。治療希望があり、血管内治療による塞栓術
を全身麻酔下に施行した。ガイディングカテーテルとして6Fr 90cm FUBUKI STR
を右内頚動脈に誘導し、遠位カテーテルとしてTactics 3.2F 120cmを使用しC3に置
き、Excelsior SL10の45度をTenrou10Sを用いて動脈瘤内に誘導し塞栓を行った。
術中に分枝の描出が悪化したため、オザグレル80mg投与開始した。分枝は逆行性
の描出を認めたため、抗血小板療法のみで対処した。術後、MRIで梗塞巣の出現な
く、分枝の描出も回復していた。神経学的異常なく退院となった。【考察】非対称
前大脳動脈における脳動脈瘤治療は、その遠位の血管支配が両側前頭頭頂葉に及ぶ
ため、塞栓症をきたした場合、両側下肢の運動障害および感覚障害や、頭頂葉症状
の発生が懸念されるため、注意を要する。

10755

DP-18-6
未破裂前大脳動脈-副中大脳動脈分岐部動脈瘤に対しコイル塞栓術を
施行した1例
西　和彦（にし かずひこ）1、杉生　憲志（すぎう けんじ）1、
菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、
春間　純（はるま じゅん）1、高橋　悠（たかはし ゆう）1、村井　智（むらい さとし）1、
山岡　陽子（やまおか ようこ）1、佐藤　悠（さとう ゆう）1、
胡谷　侑貴（えびすだに ゆき）1、伊達　勲（だて いさお）1

1岡山大学大学院脳神経外科

【諸言】
副中大脳動脈(accessory middle cerebral artery: AMCA)は重複中大脳動脈と同じ
く中大脳動脈の代表的な血管変異で、剖検上それぞれ0.3~2.7%、0.7~2.9%と報告さ
れており、比較的稀な破格である。今回我々は前大脳動脈(ACA)-AMCA分岐部動
脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した1例を経験したので、文献的考察を加えて報
告する。

【症例】
53歳男性。ベル麻痺の精査のMRIで未破裂動脈瘤を指摘され、当院へ紹介となっ
た。左中大脳動脈(MCA)と分岐したACAの最近位からAMCAが分岐し、MCAと
AMCAが形成する”股“のACA寄りに最大径6mm、ネック3.6mmの動脈瘤を認め
た。HyperForm 7mm/7mmをMCA本幹にかけ、balloonをACA寄りにherniateさ
せつつコイルを充填し、完全塞栓を得ることができた。術後合併症なく退院し、4
年間再発なく経過している。

【考察】
AMCAはACAから起始し主に前頭葉領域の栄養をすると言われているが、レンズ
核線条体動脈が分岐することもあり、治療に際してはAMCAの温存は必須となる。
本例ではバルーンの使用によりAMCAの温存が可能であった。これまで開頭術の
報告は散見され、動脈瘤が視神経近傍に存在するため、直達術の際は剥離に注意を
要する。今後は血管内治療の進歩に伴い、同部の動脈瘤にも適用されると考えられ
る。

【結語】
前大脳動脈-副中大脳動脈分岐部動脈瘤治療においてコイル塞栓術は有用であった。

10675

DP-18-5
視野障害で発症した未破裂脳動脈瘤に対しコイル塞栓術が有効であっ
た2例
中山　陽介（なかやま ようすけ）1、府賀　道康（ふが みちやす）1、
山名　慧（やまな さとし）1、舘　林太郎（たち りんたろう）1、
勅使川原　明彦（てしがわら あきひこ）1、入江　是明（いりえ これあき）2、
長谷川　譲（はせがわ ゆずる）1、村山　雄一（むらやま ゆういち）3

1東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科、
2日本赤十字社医療センター脳神経外科、3東京慈恵会医科大学脳神経外科

【はじめに】視野障害で発症した未破裂脳動脈瘤は比較的稀で、視機能改善の観点
では一般的に直達術による直接の視神経除圧が有効とされる。今回、視野障害で発
症した脳動脈瘤に対し、コイル塞栓術を施行し良好な経過を辿った2例を経験した
ため報告する。

【症例1】70歳男性。右鼻側半盲で発症。右内頚動脈後交通動脈部に最大径14mmの
動脈瘤を認め、右視神経を圧迫していた。コイル塞栓術を施行、Raymond-Roy 
Occlusion Classification(RROC)2、VER18.5%で治療を終えた。術後合併症なく視野
障害は不変、mRS1で退院した。視野障害は術1年後より改善した。術1,2,6年後に再
開通に対し追加塞栓術を施行、何れも合併症なく視野障害の悪化はなかった。術後
8年の経過で症状再燃はなかった。

【症例2】46歳男性。右眼鼻側下1/4盲で発症。右内頚動脈上下垂体動脈部に最大径
17mmの動脈瘤を認め、右視神経を圧迫していた。コイル塞栓術を施行、RROC1、
VER18%で治療を終えた。術後合併症なく視野障害は一過性に増悪、mRS1で退院
した。視野障害は術3か月後より改善した。術11か月後に再開通に対し追加塞栓術
を施行、合併症なく視野障害の悪化はなかった。術後1年の経過で症状再燃はなかっ
た。

【考察及び結語】視野障害で発症した脳動脈瘤は、破裂予防に加え視機能改善の観
点から治療が必要となる。直達術では、患者背景や解剖学的特徴から手術難易度・
危険性が問題となりうる。血管内手術では瘤内血栓化や拍動の低下が視機能の改善
に寄与するとされ、自験例でもコイル塞栓術を施行し、合併症なく2例ともに視野
障害が改善した。症例毎に適応を考慮すれば、視野障害を来した脳動脈瘤に対して
コイル塞栓術は有効と考えられた。

10105

DP-18-4
肺腺癌に対して左上葉切除施行した後に左総頚動脈の走行変化を来た
し、未破裂大型脳動脈瘤の再治療に難渋した1例
奥山　翼（おくやま つばさ）1、大石　博通（おおいし ひろみち）1、
杉山　友啓（すぎやま ともひろ）2、小島　以織（こじま いおり）1、
中野　茂樹（なかの しげき）1、石毛　聡（いしげ さとし）1、町田　利生（まちだ としお）1、
丹野　裕和（たんの ひろかず）1

1東千葉メディカルセンター、2千葉県済生会習志野病院

65歳時より気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患で呼吸器内科通院中の女性。68歳時に
MRIで多発未破裂脳動脈瘤を指摘された。大型であった左内頚動脈後交通動脈分岐
部瘤(IC-PC)に対してコイル塞栓術を先行。Bovine archであったがGuiding catheter
が留置でき、Balloon assistにてコイル13本を留置し若干のNeck remnantで終了。
退院後初回の呼吸器内科外来で胸部レントゲンの左上葉結節陰影を指摘され肺癌疑
い。気管支鏡検査を施行し肺腺癌(T1bN0M0 stage1A)の診断。他院呼吸器外科紹介
となり、初回塞栓後11か月の時点で左上葉肺切除術を施行された。1年目の時点で
左IC-PCのCoil compactionによる再開通が確認され再治療を計画。術前の大動脈撮
影で大動脈弓部の形態変化を確認。左上葉切除に伴う左方偏倚が生じた結果と考え
られた。これに伴い左総頚動脈起始部からの蛇行が強まり、経大腿動脈到達法によ
るGuiding catheterに難渋することが予想された。上腕動脈の蛇行が強く、再開通
の大型動脈瘤でありステント支援が見込まれることから、初回治療より１年３か月
の時点で経大腿動脈到達で再塞栓を行った。Goose neck snare併用でGuiding 
catehterを左内頚動脈に誘導し、Neuroform Atrasを用いてステント支援下にコイ
ル18本を留置し治療を終了した。【結語】肺腺癌に対する左上葉切除に伴い大動脈
弓部の形態変化が生じ、再治療時のGuiding catheter留置に難渋した症例を経験し
た。左肺癌術後の左内頚動脈へのGuiding catheter留置は高難度となる可能性を考
慮する必要がある。
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DP-19-2
当院でのFlow diverterを用いた血管内治療成績の検討
春間　純（はるま じゅん）1、杉生　憲志（すぎう けんじ）1、
胡谷　侑貴（えびすたに ゆき）1、佐藤　悠（さとう ゆう）1、西　和彦（にし かずひこ）1、
山岡　陽子（やまおか ようこ）1、村井　智（むらい さとし）1、高橋　悠（たかはし ゆう）1、
平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、
伊達　勲（だて いさお）1

1岡山大学大学院脳神経外科

【背景】2015年以降Flow Diverter (FD)が導入され症例数の蓄積に伴い、様々な問
題が指摘されている。今回当院での治療症例を後方視的に検討し、塞栓結果良好な
因子及び塞栓結果不良例での追加治療判断の至適時期に注目した。【対象】2015年
12月から2019年12月に当院でFD留置を行い、6ヶ月以上の画像評価を含む追跡が行
えた初回治療症例連続47例を対象とした。【結果】全例大型・巨大内頚動脈瘤で
Pipeline FlexまたはPipeline Shieldを使用した。平均年齢62歳、女性39例(83%)、症
候性26例(55%)、動脈瘤は平均最長径18mm、平均neck径8mmであった。FD使用
枚数は3例(6%)を除き1枚で、13例(28%)でコイル併用を行った。塞栓結果はO’Kelly-
Marotta Grading Scale(OKMGS) で評価を行い、CとDは治療後6ヶ月で35例(75%)、
1年後26例(73%)。6ヶ月時での塞栓結果良好因子はそれぞれ74歳以下、コイル併用
であった(p ＜ 0.05)。また、治療1年後の塞栓結果不良因子は治療後6ヶ月時で
OKMGS AまたはBであった (p ＜ 0.05)。【考察】コイル併用FD留置は主に遅発性
脳動脈瘤破裂の回避目的に使用されるが、今回の検討では、塞栓結果良好因子で
あった。また、治療後6ヶ月時の不完全閉塞症例の中長期塞栓結果は不良であり、
6ヶ月が追加治療を判断する至適時期である可能性がある。

10060

DP-19-1
コイル塞栓併用Pipeline留置術の初期及び中期成績
秋山　智明（あきやま ともあき）1、今村　博敏（いまむら ひろとし）1、
後藤　正憲（ごとう まさのり）1、福光　龍（ふくみつ りゅう）1、
春原　匡（すのはら ただし）1、松本　調（まつもと しらべ）1、
福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、大村　佳大（おおむら よしひろ）1、
福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、呉　浩一（ご こういち）1、坂井　千秋（さかい ちあき）1、
坂井　信幸（さかい のぶゆき）1

1神戸市立医療センター中央市民病院�脳神経外科

【背景】直達手術困難部位の内頚動脈瘤に対する血管内治療として母血管を温存可
能なPipeline embolization device(PED)治療が増えてきているが、動脈瘤閉塞に影
響し得ると考えられるコイル塞栓併用PED留置術に関するエビデンスは乏しい。当
院でのコイル塞栓併用PED留置術の治療成績について報告する。【方法】2016年10
月から2020年3月の間に当院でコイル塞栓併用PED留置術を初回治療として行った
内頚動脈瘤患者のうち6ヶ月以上の経過観察が可能であった症例を対象とした。塞
栓状態(OKM分類)、合併症率、母血管狭小化、予後について後ろ向きに検討した。
動脈瘤閉塞状態は脳血管撮影による評価を行った。【結果】39症例・42動脈瘤にお
いてコイル塞栓併用PED留置術を行った。女性33(84.6%)、58.9±14.4歳、動脈瘤最
大径14.1±7.5mm、neck径7.2±4.4mmであった。25.0±11.6ヶ月の観察期間後の
Optimal occlusion(OKM分類C+D)は術後1週間で24動脈瘤(57.1%)、6ヶ月で 35動脈
瘤(83.3%)、最終的に36動脈瘤(85.7%)であった。また狭窄率50%以上の母血管狭窄
は3例(7.6%)・閉塞は1例(2.6％)でみられたが、いずれも無症候性であり、症候性の
脳梗塞は周術期に3例(7.7％)みられたが、周術期以降の合併は認めなかった。再治
療は2例(4.8%)で行われ、全期間を通して頭蓋内出血ならびに死亡例はなく、最終的
なmRS ≦2は37例(94.9%)であった。【結論】当院におけるコイル塞栓併用PED留置
術の短中期的な転帰は良好であった。PED単独治療を主体とする従来の報告に比べ
早期に高い動脈瘤閉塞率が得られ、遅発性動脈瘤破裂を安全に回避できる可能性が
示唆された。今後は、長期的な治療効果の検討が必要である。

10828

DP-18-9
右中大脳動脈の大型血栓化動脈瘤に対して4Fr Simmons type 
guiding sheathを用いた右橈骨アプローチでコイル塞栓術を施行し
た一例
大友　優太（おおとも ゆうた）1、綾部　純一（あやべ じゅんいち）1、
土屋　雄介（つちや ゆうすけ）1、川崎　泰輔（かわさき たいすけ）1、
高寺　睦見（たかでら むつみ）1、三島　弘之（みしま ひろゆき）1、
渡邊　正英（わたなべ まさひで）1、田中　良英（たなか よしひで）1

1横須賀共済病院

【はじめに】血栓化脳動脈瘤に対する直達手術において、血栓性合併症が問題とな
る。近年、血栓化動脈瘤に対して血管内治療の有効性が報告されている。また、脳
血管内治療において、橈骨動脈アプローチは大腿動脈アプローチに比して低侵襲、
合併症が少ないとされ、近年増加している。右中大脳動脈大型血栓化瘤に対して4Fr 
Axcelguide stiff Jを使用した右橈骨動脈アプローチによるコイル塞栓術を施行し、
完全閉塞し得た一例を経験したため報告する。【症例】52歳女性。既往歴は特記事
項なし。めまい精査目的の頭部MRIで、右中大脳動脈分岐部に約11mm大の血栓化
動脈瘤を認めた。脳血管撮影検査で、血栓化動脈瘤は14mm×12mm×13mm、内
腔は5.4mm×3.7mm×4.0mmであった。壁在血栓は頸部近傍にまで厚く存在してい
た。全身麻酔下でコイル塞栓術を施行した。右橈骨動脈アプローチで行い、4Fr  
Simmons型guiding sheathを右内頚動脈に誘導した。Tacticsを中間カテーテルに
使用し、SL 10を瘤内へ誘導した。Hydrosoft 3D 4本19 cm使用し、tight packingが
得られた。術翌日のMRIでは、動脈瘤の完全閉塞を確認し、DWIで高信号は認め
なかった。【結論】中大脳動脈の血栓化動脈瘤の治療は困難であり慎重に検討する
必要がある。4Fr Guiding sheathによる橈骨動脈アプローチを用いて右中大脳動脈
大型血栓化瘤の塞栓が得られた。Simple techniqueでの塞栓では、4Fr guiding 
sheathで十分であり、より低侵襲な治療になると考えられ、今後の長期成績を追っ
ていく必要がある。

10161

DP-18-8
シモンズ型ガイディングシースが有用であった右上腕動脈経由での動
脈瘤塞栓術の1例
安田　浩章（やすだ ひろあき）1、長光　逸（ながみつ すぐる）1、
金子　奈津江（かねこ なつえ）1、長綱　敏和（ながつな としかず）1、
浦川　学（うらかわ まなぶ）1、藤井　正美（ふじい まさみ）1、
山下　哲男（やました てつお）1

1山口県立総合医療センター脳神経外科

【目的】シモンズ型ガイディングシース（GS）を用いて右上腕動脈経由で未破裂脳
動脈瘤（右内頚動脈-後交通動脈分岐部）に対しコイル塞栓術を施行した1例を報告
する。【症例】症例は67才、男性。未破裂脳動脈瘤（右内頚動脈-後交通動脈分岐部）
に対し血管内手術（瘤内コイル塞栓術）を計画した。既往として両側下肢動脈硬化
症があり、術前検査で大動脈に粥状硬化病変を認めたため右上腕動脈アプローチと
した。術前の右上腕動脈経由での脳血管撮影の際にカテーテルを右総頚動脈内を上
行させることができなかった。また、右総頚動脈内に石灰化を伴う狭窄性病変を認
めた。以上からシモンズ型GSを用いて血管内手術を行った。右上腕動脈穿刺でシ
モンズ型GSを挿入し、右総頚動脈起始部に誘導・留置した。シモンズ型GS内にセ
ルリアンDD6（メディキット、東京）を挿入し、先端を右内頚動脈に留置した。そ
の後、瘤内コイル塞栓術を施行した。術後は神経所見、画像所見とも問題なく経過
し、自宅退院となった。【結論】シモンズ型GSを用いることで安全にガイディング
カテーテルを総頚動脈に留置することができ、合併症なく手技が完遂できた。
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DP-19-6
経橈骨動脈でフローダイバーター留置を行った症候性内頚動脈瘤の連
続5例
小山　淳一（こやま じゅんいち）1、花岡　吉亀（はなおか よしき）2

1信州大学�医学部附属病院�脳血管内治療センター、2信州大学�医学部�脳神経外科

【緒言】フローダイバーター留置は経大腿動脈で行われることが多い。経橈骨動脈
でフローダイバーター留置を行った症候性内頚動脈瘤の5例を経験したので報告す
る。【対象】2016年11月から現在までに施行したフローダイバーター留置15例のう
ち、経橈骨動脈治療を行った連続5例を対象とした。【方法と結果】女性3名男性2名、
年齢は53才～73歳だった。右側4例、左側1例だった。全例でAxcelguide Stiff-Jを使
用した。右側3例でAxcelguideは内頚動脈に留置したが、右側1例及び左側1例では
総頚動脈に留置した。全例で5FrNavienカテーテルをdistal access catheterとして
使用した。Pipelineの留置には1例でMarksmanを、4例でPhenomを使用した。全
例Pipeline Flex Shieldを使用し、径は3.5～5.0mm、長さは20mm～35mmであった。
4例で各1本、1例で2本留置した。外科治療を必要とする穿刺部合併症を認めなかっ
た。【考察】パイプライン留置には十分なガイディングカテーテルのサポートが必
要とされており、6-7Frのロングシースを経大腿動脈で内頚動脈に留置するのが一
般的である。今回、経橈骨動脈で使用したAxcelguide Stiff-Jも6Frのロングシース
であるが、留置位置がやや低位だったにも関わらず、十分なサポートを得ることが
出来た。Axcelguideにkinkを生じさせずにできるだけ高位に留置するためには、適
切なカテーテル選択と技術が必要である。【結語】フローダイバーター留置は経橈
骨動脈で施行可能であり、合併症を生じなかった。

10631

DP-19-5
後方循環非嚢状脳動脈瘤に対するFREDの初期使用経験
木谷　知樹（きだに ともき）1、澤田　遥奈（さわだ はるな）1、瀧　毅伊（たき こわし）1、
山崎　弘輝（やまざき ひろき）1、西本　渓佑（にしもと けいすけ）1、
村上　皓紀（むらかみ こうき）1、高野　浩司（たかの こうじ）1、
藤中　俊之（ふじなか としゆき）1

1独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

【緒言】後方循環非嚢状脳動脈瘤の治療では母血管閉塞やステント併用コイル塞栓
術等が選択されることが多いが、虚血性合併症や不完全閉塞等の問題が指摘されて
いる。2020年より本邦で使用可能となったフローダイバーターFRED（Microventio
n,Tastin,California,USA）は、後方循環の脳動脈瘤に対しても使用可能であり、後
方循環非嚢状脳動脈瘤に対する新たな治療法の一つとなり得る。後方循環非嚢状脳
動脈瘤に対するFREDの初期使用経験について報告する。

【方法】2020年5月から7月に当院でFREDを用いて治療を行った後方循環非嚢状脳
動脈瘤の症例について、周術期管理、術中所見、合併症の有無等について検討した。

【結果】症例は椎骨動脈瘤3例、脳底動脈瘤1例であった。平均年齢は62.5歳で、男性
3女性1であった。全例で2週間以上前からアスピリン100mg、クロピドグレル75mg
が投与された。全例で安全にFREDが留置され、位置決めや展開は容易であった。
Cone-beam CTでのwall appositionも良好であった。脳底動脈瘤の1例ではコイルを
併用した。平均手術時間は89分であった。周術期に虚血性合併症などの問題は認め
なかった。椎骨動脈瘤の1例では術後7日目に脳血管造影を行い、O’Kelly-Marotta 
Scale Dの完全閉塞を確認した。

【考察】FREDを用いた後方循環非嚢状脳動脈瘤の治療は、手技的に安全で合併症
も少ない印象がある。手術時間も短く、放射線被ばくや造影剤投与量も少なくて済
む可能性がある。

【結語】FREDを用いたフローダイバーター治療は、後方循環非嚢状脳動脈瘤に対
する有用な治療法となり得る。本報告は少数例の経験であり、今後症例の蓄積や中
長期成績についても検討が必要と考えられる。

10327

DP-19-4
未破裂動脈瘤に対するFRED(The Flow Re-Direction 
Endoluminal Device)を用いた初期使用経験
寺西　功輔（てらにし こうすけ）1、中嶋　伸太郎（なかじま しんたろう）1、
鈴木　一幹（すずき かずもと）1、三島　有美子（みしま ゆみこ）1、
矢富　謙治（やとみ けんじ）2、大石　英則（おおいし ひでのり）2

1順天堂大学医学部脳神経外科、
2順天堂大学医学部脳神経外科・脳神経血管内治療学講座

【目的】本邦で使用可能となった FRED(The Flow Re- Direction Endoluminal 
Device)の初期使用症例についての成績を報告する。

【対象】2020.4-5まで当院においてFREDを用いて血管内治療を行なった未破裂脳動
脈瘤症例12例(１３瘤)について検討した。

【結果】平均年齢55.6歳(±14.1)、女性7例(58%)、平均動脈瘤最大径8.2mm(±2.6)、動
脈瘤の局在は内頸動脈8例(61.5%)、椎骨動脈5例(38.5%)。抗血小板薬は術前２週間よ
り原則バイアスピリン100mg、プラビックス50(または75mg)を服用し、術前日に血
小板凝集能検査で評価、結果によりverify now評価を追加した。全例ステント展開
は成功。展開手技による合併症、出血合併症無し。アクセスルートに解離所見を１
例、術中および術後血栓症がそれぞれ１例認められ、クロピドグレル不応が疑われ
プラスグレルを追加投与した。1例は血栓回収、1例は自然再開通を得ている。mRS
全例0にて退院。現在１,２ヶ月毎の外来通院経過観察中である。治療後半年にMRI
および血管造影検査を予定しており、塞栓状況の画像評価と患者の症状、mRSにつ
いては発表時に併せて報告を予定する。

【考察】全例において中間カテーテルの適切な誘導がステントの安全確実な展開留
置に繋がった。血栓症合併を２例経験しており、ステントの構造上金属量が多いこ
とを考慮すると、合併症リスク回避のためには術前の抗血栓薬の評価をより厳格に
行い、場合により薬剤の追加や内容変更を行う必要があると考えられた。

【結語】FREDは未破裂脳動脈瘤に対するステント治療の選択肢として有効な治療
法の一つである。今後の中長期的成績の評価、適切な抗血小板薬の投与コントロー
ルが重要である。

10325

DP-19-3
脳動脈瘤に対するPIPELINE FLEX with SHIELD Technology を用
いた画像下治療-初期治療成績
明珍　薫（みょうちん かおる）1、高山　勝年（たかやま かつとし）2、
和田　敬（わだ たけし）2、岸田　勇人（きしだ はやと）1、朴　憲秀（ぱく ほんす）3、
木次　将史（こつぎ まさし）3、中川　一郎（なかがわ いちろう）3、
中瀬　裕之（なかせ ひろゆき）3、吉川　公彦（きちかわ きみひこ）1

1奈良県立医科大学附属病院放射線科・IVRセンター、
2高井病院�脳血管内治療科・IVR科、3奈良県立医科大学附属病院脳神経外科

＜背景と目的＞2019年１月から我が国でも PIPELINE FLEX 改良版である
PIPELINE FLEX with SHIELD Technology(PS)が認可された。PSを用いた脳動脈
瘤に対する画像下治療(IVR)の初期治療成績を報告する。＜対象、方法＞対象は2019
年5月から2020年6月までPSを用いてIVRを施行した連続脳動脈瘤9患者、9動脈瘤
(全例女性、年齢39から89歳、平均65、海綿静脈洞部3例、内頚動脈C2 3例、内頚動
脈眼動脈分岐部動脈瘤1例、傍前床突起部動脈瘤1例、錐体部1例、症候性未破裂動
脈瘤5例、コイル塞栓術後再発4例、瘤径は11.7～24.5 mm、平均17.8)。技術的成功
率(PSの留置成功率)、留置後のwall appositionの程度（希釈造影Com-bean CTで
評価）、周術期合併症(同側脳卒中、死亡)、30日以降の同側脳卒中の発生率、経過
観察の血管造影での完全閉塞率について後方視的に検討した。＜結果＞全例PSの
留置に成功した(100%)。0例でコイルを併用した。〇例を除いてhyperformを用い
て後拡張を施行した。PS留置直後または治療直後のCom-bean CTの全例でPSの完
全なwall appositionが認められた。周術期および30日以降の脳卒中は認められな
かった。治療後3か月または6か月で血管造影が施行できた5例中3例(60%)で完全閉
塞が認められた。＜結語＞脳動脈瘤に対するPSを用いたIVRの初期治療成績は良
好であった。
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DP-19-10
Flow diverter留置後の視機能に関する検討
上出　智也（かみで ともや）1、内山　尚之（うちやま なおゆき）2、
見崎　孝一（みさき こういち）1、吉川　陽文（よしかわ あきふみ）1、
宇野　豪洋（うの たけひろ）1、中田　光俊（なかだ みつとし）1

1金沢大学脳神経外科、2石川県立中央病院脳神経外科

【はじめに】Flow diverter（FD）留置術は低侵襲かつ根治性が高いため、難治性大
型巨大脳動脈瘤治療において重要な治療選択肢の一つとなっている。しかしながら
その視機能に関する治療効果についての報告は少ない。当院でFD留置術を施行し
た10例中、術前に視機能障害を呈した3症例について検討した。【症例1】75歳女性、
右耳側半盲を呈する右内頚動脈（C2）大型動脈瘤（最大径20mm）に対しFD留置
術＋コイル塞栓術（VER 21.6％）を施行した。術3ヶ月後の評価で右耳側半盲の増
悪並びに左耳側半盲も出現した。ステロイド加療により症状はやや改善したが、治
療1年後では左耳側半盲は残存、右耳側半盲については術前とほぼ同様であった。

【症例2】74歳女性、左同名半盲を呈する右内頚動脈（C2）大型動脈瘤（最大径15mm）
に対してFD留置術＋コイル塞栓術（VER 15.6%）を施行した。術後より両眼の視
野障害が改善したが、術4ヶ月後の評価で両眼の視野障害増悪を認めた。その後の
経過で視野障害は改善し、1年経過した時点で両眼とも術前より改善していた。【症
例3】61歳女性、左眼の視力低下を呈する左内頚動脈（C1）大型動脈瘤（最大径
21mm）に対してFD留置術＋コイル塞栓術（VER 6.6%）を施行した。術後半年間
は視力・視野については著変なく経過していた。【考察】視機能障害を術前に呈し
た3症例に対してFD留置術を施行した結果、一過性の増悪を2症例で認め、最終的
には術前から改善、不変、悪化が各々1例であった。症状出現から治療までの期間、
術前視力・視野異常の重症度、動脈瘤の大きさ、治療後炎症所見の有無、コイル充
填率などが視機能予後に関与していると考えられた。

10619

DP-19-9
症候性動脈瘤の脳神経症状に対するFlow diverterの治療効果の検
討
重安　将志（しげやす まさし）1、春原　匡（すのはら ただし）1、
今村　博敏（いまむら ひろとし）1、後藤　正憲（ごとう まさのり）1、
福光　龍（ふくみつ りゅう）1、松本　調（まつもと しらべ）1、
福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、大村　佳大（おおむら よしひろ）1、
秋山　智明（あきやま ともあき）1、福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、
呉　浩一（ご こういち）1、坂井　信幸（さかい のぶゆき）1

1神戸市立医療センター中央市民病院

【背景】 動脈瘤に対するFlow diverter治療は本邦で2015年より開始となり、その後
使用症例は多くなっている。その中で症候性内頚動脈瘤に伴う脳神経圧迫症状に対
する治療効果に関しても報告されている。今回、当院でPipelineにより治療した症
候性内頚動脈瘤の脳神経症状の改善に関して後方視的に検討した。

【方法・結果】 2015年7月から2019年7月に当院でPipeline留置術を施行した98人の未
破裂脳動脈瘤(内頚動脈瘤)患者のうち、脳神経症状を呈し12ヶ月以上のフォロー
アップが可能であった28人、28動脈瘤、34脳神経症状を対象とした。治療後12ヶ月
までの脳神経症状の経過を後方視的に検討した。脳神経症状は視神経障害が7例、動
眼神経障害が11例、滑車神経障害が3例、三叉神経障害が4例、外転神経障害が9例
であり、56%に改善を認めたが、特に視神経障害の転帰が不良であった。これら脳
神経症状の治療後経過について、患者背景、動脈瘤の性状、コイル併用の有無など
の治療方法といった因子の関与について検討を行った。

【結語】 当院での症候性未破裂動脈瘤に対するPipeline留置後の脳神経症状の経過に
ついて検討した。治療後、一時的に症状が増悪する場合はその後改善することも多
かった。治療後に改善しない症例や悪化する症例も存在し、症候性動脈瘤に対する
Flow diverterと他の治療法との比較の検討など、さらなる調査が必要である。

10957

DP-19-8
内頸動脈海綿静脈洞部大型動脈瘤に対してパイプライン留置中に
Carotid Cavernous Fistula（CCF）を呈した１例
長尾　景充（ながお かげみち）1、清水　信行（しみず のぶゆき）1、
大垣　福太朗（おおがき ふくたろう）1、鈴木　良介（すずき りょうすけ）1、
末永　潤（すえなが じゅん）1

1横浜市大附属病院脳神経外科

【背景】パイプラインステント留置術（PED）の術中合併症にCCFが挙げられる.今
回,rSO2低下を契機にCCFと判断し,Pcomを介したアプローチでparent artery 
occlusion（PAO）を行った1例を報告する.

【症例】69歳女性.右注視時に複視を自覚し眼科受診.右外転神経麻痺の診断でMRI
撮影し動脈瘤を認め当科紹介.DSAで右内頚動脈海綿静脈洞部大弯側に大型動脈瘤
を 認 め た . 動 脈 瘤 は 最 大 径20.1mm,neck 長 は9.7mm で ,ICA の Proximal 側3.7×
3.4mm,Distal径4.2×2.3mmであった.Papeline Shield 3.5×25mmを選択し展開.一部
ステント拡張が不十分であり,バルーン拡張を試みたところ,ステントが短縮し近位
端が外れ瘤内に滑落.7mm Gooseneck Snareで近位端の把持を試みたが確保できず,
施術中突然モニタリングしていたrSO2が病変側で突然低下.直ちにCCAGを行った
ところCCFを認めた.造影剤がCCFにStealされてしまい画像上Toleranceがあるか
断定できず,経頭蓋MEP・SEPにて上下肢の筋電位活動に左右差がないことを確認
した .ICA からは Distal を確保できず左 VA より Pcom を介して右 ICA に Micro 
catheterを到達し,PCAをバルーンで温存しつつNBCA及びコイルを用いてICAの
Distal及びProximalからPAOを施行.術後MRIでは明らかな梗塞巣を認めず,IMP-
SPECTで血流低下を認めなかった.外転神経麻痺は術後数ヶ月の経過で緩徐に改善
した.

【考察】PED術中のCCFは,Anil et al,らによると2.3％と報告されている.rSO2低下
により迅速にCCFに至ったと判断でき,画像上Stealされていても電気生理的モニタ
リングで的確に神経所見を確認し,PAOの判断材料として活かすことができた.ICA
のDistalの確保にPcomやAcomを利用することで,安全に治療を行うことができた.
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DP-19-7
Pipeline留置後の亜急性期ステント内血栓に対して血栓回収を施行し
た1例
松尾　直樹（まつお なおき）1、川口　礼雄（かわぐち れお）1、
大島　共貴（おおしま ともたか）2、宮地　茂（みやち しげる）1

1愛知医科大学病院脳神経外科、2愛知医科大学病院脳血管内治療センター

【はじめに】未破裂大型内頚動脈瘤に対してPipeline留置後にステント内血栓による
閉塞をきたし、Solitaireにて血栓回収を施行した1例を経験したので報告する。【症
例】71歳男性。左目の見えにくさを主訴に近医眼科を受診、左内頚動脈瘤を指摘さ
れ当院紹介となった。精査にて左内頚動脈眼動脈分岐部に最大径約14mmの未破裂
脳動脈瘤を認めた。【経過】Pipeline留置の適応と判断し、術2週間前よりアスピリ
ンとクロピドグレルの2剤を投与してコイル塞栓を併用したPipeline留置術を施行し
た。術中術後は問題なく経過し、翌日のMRIでも異常は認めなかったが、術2日後
から高血圧が持続し降圧を開始した。術4日後に意識障害、右上下肢完全麻痺で発
見され、MRIにて左半球広範囲脳梗塞と左内頚動脈の血流途絶を認めたため緊急に
て血栓回収療法施行となった。9Fr OPTIMOを左ICAに留置し、DSAでPipeline
の閉塞を認めた。ACE68とMarksmanにて遠位血管を確保し、Pipeline内をSolitaire 
6mm×40mmにて血栓回収を行なった。直後に再開通が得られるも、すぐにPipeline
内に血栓形成を認めた。胃管よりプラスグレル20mgをローディングし、発生した
血栓を抑え込む目的でLVIS Blue 4.5mm×23mmを留置後、SYORYU 7mm×7mm
にてPTAを行なったところ再開通を得ることができた。術後は出血性梗塞を認め
たが、リハビリにて独歩可能となり、mRS3で転院となった。【結語】Pipelineの導
入により大型・巨大脳動脈瘤に対する治療選択が広がった一方で、Pipeline留置後
の虚血性合併症の頻度も約3~4%程度と報告されている。特にPipeline閉塞は重篤
な症状を引き起こす可能性があり、周術期管理を含め適切な対応が必要である。
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DP-20-2
CFD解析を用いたステント展開不良時の血行動態の調査
湯澤　和也（ゆざわ かずや）1、高尾　洋之（たかお ひろゆき）2,3,4、
藤村　宗一郎（ふじむら そういちろう）1,2、内山　祐也（うちやま ゆうや）2,3、
石井　匠（いしい たくみ）2,3、奥平　拓真（おくだいら たくま）2,3、
山中　悠真（やまなか ゆうま）2,3、石橋　敏寛（いしばし としひろ）4、
福留　功二（ふくどめ こうじ）1、山本　誠（やまもと まこと）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）4

1東京理科大学工学部機械工学科、
2東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター先端医療情報技術研究部、
3東京理科大学大学院工学研究科機械工学専攻、4東京慈恵会医科大学脳神経外科

【目的】編込み式ステントを血管内に留置する際，正常にステントが展開しない展
開不良の問題が報告されている．ステントの展開不良は血栓塞栓症を引き起こす可
能性があるが，展開不良を生じたステントが血管内の血行動態に及ぼす影響につい
て調査した数値的研究は報告されていない．本研究では，数値流体力学（CFD：
Computational Fluid Dynamics）を用いてステント展開不良時の血行動態の解析を
行い，展開不良を起こしたステント形状が血行動態へ与える影響を調査することを
目的とする．【方法】直径5 mmのU字管に直径10 mmの脳動脈瘤を付した基礎形
状モデルを作成した．ステントは直径30 μmのステント素線を48本編込んだ形状
のものを使用した．構造解析を用いたステントの留置を基礎形状モデルに対して行
い，展開不良が生じた場合のステント形状を取得した．基礎形状モデルに対して，
ステントの展開不良が生じた場合と，ステントを留置していない場合に対して定常
条件のCFD解析を行い，ステント展開不良箇所付近の母血管における平均流速
(VPA)を評価した．【結果】ステントが留置されていない場合ではVPA = 0.168 m/
sであったのに対し，ステントの展開不良が生じた場合はVPA = 0.166 m/sとなっ
た．ステントの展開不良が生じることにより，VPAは1.19 %減少した．【結論】基
礎形状モデルに対してステントの展開不良が生じた場合及びステントが留置されて
いない場合を比較した結果，母血管の平均流速に大きな変化は見られなかった．一
方，展開不良が生じている箇所で部分的に血流のうっ滞が生じている可能性もある
ため、今後さらなる調査が必要である．

10743

DP-20-1
Flow Diverter留置症例の血流解析における患者固有血液物性値の
影響の調査
内山　祐也（うちやま ゆうや）1,2、高尾　洋之（たかお ひろゆき）1,2,3、
藤村　宗一郎（ふじむら そういちろう）2,4、鈴木　貴士（すずき たかし）2、
石井　匠（いしい たくみ）1,2、奥平　拓真（おくだいら たくま）1,2、
大谷　カタリーナ（おおたに かたりーな）3,5、石橋　敏寛（いしばし としひろ）3、
福留　功二（ふくどめ こうじ）4、山本　秀樹（やまもと ひでき）6、
山本　誠（やまもと まこと）4、村山　雄一（むらやま ゆういち）3

1東京理科大学大学院工学研究科機械工学専攻、
2東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター先端医療情報技術研究部、
3東京慈恵会医科大学脳神経外科、4東京理科大学工学部機械工学科、
5シーメンスヘルスケア株式会社、6関西大学環境都市工学部エネルギー・環境工学科

【目的】Flow Diverter(FD)は従来の外科的治療法では治療が困難であった大型脳動
脈瘤に対する治療デバイスとして普及が進んでいる．FD留置後の血流動態を調査
するために数値流体力学(CFD: Computational Fluid Dynamics)を用いた血流解析
が行われているが，患者固有の血液物性を考慮していないことが多い．本研究では，
FD留置による治療を受けた患者の血液物性値を測定し，血流解析に導入した際の
影響について調査することを目的とする．【方法】FD留置前に患者固有の血液物性
値（密度，粘度）を測定した5症例を解析対象とした．三次元血管造影画像より血
管形状を再構築し，FD留置後の状態を模擬した血流解析を実施した．先行研究で
示された一般的な血液物性値を与えた場合の血流解析と患者固有の血液物性を与え
た血流解析において脳動脈瘤内部の平均流速及び瘤壁における平均せん断応力の変
化率の絶対値を算出し，FD留置症例での血流解析における患者固有血液物性の考
慮が及ぼす影響を評価した．【結果】患者固有の血液物性値を導入した場合，脳動
脈瘤内部の流れの構造に定性的に大きな変化は見られなかった．一方で，患者固有
血液物性の導入による脳動脈瘤内部の平均流速と瘤壁の平均せん断応力の変化率の
絶対値の平均は，それぞれ10.5%及び10.9%であった．特にせん断応力に関しては患
者固有血液物性の導入により35.4%変化する症例も存在した．【結論】患者固有の血
液物性を考慮することにより，血流解析の結果に変化が生じることが明らかとなっ
た．CFDを用いてFDによる治療成績を調査する際，治療を受ける患者それぞれに
対して取得した血液物性値を用いることで，より詳細な調査を行える可能性がある．
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DP-19-12
当院でのFD留置後の内頚動脈瘤不完全閉塞例についての検討
松田　芳和（まつだ よしかず）1、三鬼　侑真（みき ゆうま）1、
山口　巌史（やまぐち よしふみ）1、鐵尾　佳章（てつお よしあき）1、
藪崎　肇（やぶざき はじめ）1、中山　禎理（なかやま さだよし）1、
田中　優子（たなか ゆうこ）1、津本　智幸（つもと ともゆき）1、
寺田　友昭（てらだ ともあき）1

1昭和大学藤が丘病院�脳神経外科

緒言 大型動脈瘤に対する治療に対してFlow diverter留置術が行われるようになっ
てきており、従来の治療より高い閉塞率が期待されている。しかし、完全閉塞に至
らない症例についても一定数存在する。今回当院で留置されたFD症例に対し不完
全閉塞例についての検討を行った。方法 2016年7月から2019年6月までのうち、当院
でFDを留置した32例33個の内頚動脈瘤の患者を対象とした。フォローアップの血
管撮影を施行していない患者5例を除いた28個に対し、動脈瘤完全閉塞群と未閉塞
群に分類し、患者因子、解剖学的特徴について検討を行った。Siphonの屈曲角につ
いては、Supraclinoid segment上の2点の中点を結んだ線とhorizontal segment上の
2点の中点を結んだ線の角度を計測しその差をsiphonの変化の指標とした。結果 全
閉塞群17個（C2;8個、C4;7個、C5；2個）、未閉塞群11個（C2;2個、C3;2個、C4;7個）
であった。留置直後のsiphonの屈曲角が正に増大した症例が有意に閉塞率が高かっ
た（P=0.038）。先行コイル留置は8個に施行され、動脈瘤閉塞との関連性は認めな
かった。（P=0.19）OKM scaleで分類すると、B群ではFD留置直後siphonの屈曲角
が負になった症例が有意に多かった（P=0.021）。考察、結論 報告では屈曲角が大き
い場合は不完全閉塞例が多いという報告があるが、自験例では有意差は認めなかっ
た。一方、siphonの屈曲角の変化の増大が動脈瘤閉塞に関与しているという報告も
あり、今回の自験例とは一致していた。自験例では再治療例はないものの、屈曲角
の変化が乏しい症例では注意深い経過観察が必要であると考えられた。
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DP-19-11
Flow diverter留置後の再治療に関する検討
西村　中（にしむら あたる）1、有村　公一（ありむら こういち）1、
岩城　克馬（いわき かつま）1、奥田　智裕（おくだ ともひろ）1、
溝口　昌弘（みぞぐち まさひろ）1、飯原　弘二（いいはら こうじ）2

1九州大学大学院医学研究院�脳神経外科、2国立循環器病研究センター病院

【背景】Flow diverter（FD）留置術による大型巨大動脈瘤の治療は、ステント併用
コイル瘤内塞栓術と比較して再治療率は低いものの、5%-13%と一定の割合で再治
療が必要になることが報告されている。今回我々はFD留置後に再治療が必要になっ
た症例について検討した。【方法】2018年2月より2020年6月までに九州大学病院で
FD留置術を施行した大型・巨大内頚動脈瘤17例のうち、再治療を行った症例につ
いて臨床背景や動脈瘤の性状との関連を検討した。【結果】平均年齢66.8±10.7歳、
症候性6例、硬膜内3例、巨大瘤3例で、コイル塞栓術後再発の1例を含め全例でFD
留置に伴うコイル併用はなかった。観察期間の中央値は8ヶ月で、7例(41.2%)で経過
観察中に瘤の完全閉塞が得られた。術中CCFを発症した1例を除く16例中5例（31.2%）
に術後新たな脳神経麻痺が出現した。術後再治療が必要になった症例は3例(17.6%)
であった。再治療を行っていない症例と比較すると、再治療を行った症例は臨床背
景に有意な差はなく、動脈瘤の性状について最大径が有意に大きく(26.1±7.2mm vs 
15.9±4.7mm)、ネック径については有意差を認めなかった(10.7±4.0mm vs 7.7±
2.3mm)。全例で初回治療後、新たに脳神経麻痺が出現し(100% vs 14.3%)、そのうち
1例は脳神経麻痺が経時的に増悪、2例は内科的治療で脳神経麻痺は改善傾向にあっ
たものの初回治療後にMRI上で動脈瘤の増大を認めた。【結論】FD留置術を行った
症例のうち、最大径が大きな動脈瘤において再治療のリスクが有意に高く、術後に
新たに脳神経麻痺を認めた症例については、症状の経過に関わらず慎重な経過観察
が必要であることが示唆された。
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DP-20-6
剖検症例から推察するフローダイバーター留置術後の治癒過程
三島　有美子（みしま ゆみこ）1、中嶋　伸太郎（なかじま しんたろう）1、
鈴木　一幹（すずき かずもと）1、矢富　謙治（やとみ けんじ）1、
寺西　功輔（てらにし こうすけ）1、大石　英則（おおいし ひでのり）1,2

1順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科、
2順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経血管内治療学講座

　フローダイバーター留置後動脈瘤の治癒過程として、動物実験では留置約２ヶ月
後には瘤ネック部分のメッシュが平滑筋細胞に裏打ちされた血管内皮細胞によって
覆われるとの報告があるが、ヒトでの新生内膜を詳細に評価し得た報告は未だない。
今回、以下の症例の剖検検体が得られたので報告する。
　59歳女性。眼瞼下垂・複視を自覚し精査の結果海綿静脈洞部内頚動脈の未破裂大
型動脈瘤の診断に至った。発症5ヶ月目に全身麻酔下に脳血管内治療を行った。
Pipeline embolization device (PED)を留置したが、近位部（海綿静脈洞部から錐体
骨部）における展開が不十分となった。delivery wireとマイクロカテーテルによる
internal massage、バルーンPTAによりPEDの母血管への圧着を行った。最終撮
影で動脈瘤内のeclipse signを確認できた。術後経過は良好で術後半年までは外来
経過観察を継続していた。しかし、術後8ヶ月の時点で自死となり、剖検検体を得
るに至った。
　肉眼的にはPED表面に白色の膜様構造の被覆を認めた。PEDを取り除いたもの
をパラフィンブロック包埋し免疫組織学的評価、電子顕微鏡での評価を行い、内皮
細胞化の過程につき検討した。
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DP-20-5
Cone-beam CT fusion画像を用いたflow diverter留置後の経時的
変化の検討　
胡谷　侑貴（えびすだに ゆき）1、春間　純（はるま じゅん）1、
杉生　憲志（すぎう けんじ）1、菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、
平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、高橋　悠（たかはし ゆう）1、
村井　智（むらい さとし）1、西　和彦（にし かずひこ）1、山岡　陽子（やまおか ようこ）1、
佐藤　悠（さとう ゆう）1

1岡山大学大学院�脳神経外科

【緒言】Flow diverter(FD)留置後の動脈瘤残存や再発の原因として、FDの密着不
良や短縮が関与することがあるが、これまでに経時的なFDの位置や長さの変化を
正確に評価した報告はない。当院ではcone-beam CT(CBCT) fusion画像を用いて
FDの経時的変化を検証しており、その手法を代表症例とともに提示する。【対象と
方法】2015年から2019年までに当院でPipelineを留置した症例のうち、6ヶ月以上の
経過でフォローアップの血管撮影が行われた連続38症例を対象とした。血管撮影装
置はArtis zee BA Twins(Siemens Healthcare)を用い、CBCT画像を作成した。留
置直後と6ヶ月後または1年後のCBCT画像でfusion画像を作成し、FDの変化を評
価した。【結果】全例でCBCT fusion画像の作成が可能であり、FDが5mm以上短
縮した症例を1例、FDの変位を12例で認めた。【代表症例】30歳代男性。最大径
28mmの巨大右海綿静脈洞部内頚動脈瘤に対して、(1)Pipeline Shield 3.5/35mmと
(2)同3.75/35mmをネック部分で重複させるように留置した。直後の撮影では瘤内で
の造影剤の停滞を認めたが、半年後の血管撮影で完全閉塞が得られなかった。留置
直後と半年後のCBCT fusion画像を作成すると、(1)の近位部が短縮し、これに牽引
されるように(2)の遠位部が引き伸ばされステント全体が狭小化し、母血管との密着
性を失っていることが可視化でき、この部分から瘤内への血流が残存していると判
断できた。PFD 3.5/30mmを追加留置し、術後経過観察中である。【結論】CBCT 
fusion画像は、FDの経時的変化を詳細に評価できる有用なモダリティと考えられ
た。今後症例を集積し、FDの経時的変化の意義、動脈瘤消失・再発との関連性に
ついて検討したい。
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DP-20-4
Pipeline Embolization Device留置後の頭蓋内脳動脈瘤の
Follow-up：MRA(Time of Flight)とDigital Subtraction 
Angiographyの比較
河村　洋介（かわむら ようすけ）1、滝川　知司（たきがわ ともじ）1、
松本　佳之（まつもと よしゆき）1、藤井　淑子（ふじい よしこ）1、
成合　康彦（なりあい やすひこ）1、杉浦　嘉樹（すぎうら よしき）1、
鈴木　亮太郎（すずき りょうたろう）1、高野　一成（たかの いっせい）1、
田中　喜展（たなか よしひろ）1、永石　雅也（ながいし まさや）1、
兵頭　明夫（ひょうどう あきお）1、鈴木　謙介（すずき けんすけ）1

1獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

緒言：DSAがPipeline Embolization Device(PED)留置後followのgold standardと
されているが、実臨床ではMRAでしかfollowできない症例がある。今回我々は閉
塞状態に関してDSAと直近のMRA(Time of flight)での結果に差があるか検討した
ので報告する。方法：当科で行った脳動脈瘤に対するPED留置症例、2015年11月か
ら2019年6月までの患者を対象とした。超高齢や患者同意が得られない理由でDSA
施行困難患者、DSAと直近MRAとの間隔が60日以上あった患者は除外した。結果：
51患者、平均年齢61.7歳、女性42、PED留置からDSA施行期間は平均15.9ヶ月、中
央値12ヶ月、直近のMRAからDSAまでの期間は平均26.6日、中央値26日。最終
DSAでの閉塞状態はOKM B 5 (9.8%), C 8 (15.7%), D 38 (74.5%)。直前のMRAでの
閉塞状態はbody filling 7 (13.7%), neck remnant 8 (15.7%), complete occlusion(CO) 
36 (70.6%)。MRAにてCOと判断した症例は、全例DSAにてOKM Dであった。直
近のMRAにてCOでないと判断した症例のうち、3患者はDSAにてOKM Dであっ
た。PED留置後に血栓化した脳動脈瘤をMRAで不完全閉塞と判断していた。これ
ら3患者とMRA、DSAの結果が一致した48患者とを年齢、脳動脈瘤サイズ、ネック
径、症候性の有無で統計学的に検討したが有意差は示せなかった。考察：閉塞状態
の評価にTime-of-flightやcontrast-enhanced MRAは有用なmodalityと報告されて
いるが、PED留置血管内腔の評価は困難とされている。我々の検討では、PED留
置後の瘤内の血栓化部分により閉塞状態の評価が困難となった。結語： MRAの完
全閉塞患者はDSAの評価と一致した。ただし、PED留置後の瘤内血栓化はMRAと
DSA所見の不一致につながる可能性がある。
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DP-20-3
血行力学的パラメーターは、flow diverter治療の効果予測因子とな
り得る～Computational fluid dynamicsを用いた解析～
別府　幹也（べっぷ みきや）1、辻　正範（つじ まさのり）2、
石田　藤麿（いしだ ふじまろ）3、白川　学（しわかわ まなぶ）1、
鈴木　秀謙（すずき ひでのり）2、吉村　紳一（よしむら しんいち）1

1兵庫医科大学�脳神経外科、2三重大学�脳神経外科、3三重中央医療センター

【目的】Flow diverter (FD)治療は大型内頚動脈瘤に対し、良好な治療成績である
が、治療効果を予測するのは困難である。我々は、多孔質媒体 (porous media, PM) 
を用いたCFDで、治療効果予測因子を検討した。【方法】Pipelineで治療した大型
内頚動脈瘤で，術後6カ月で脳血管撮影を施行した34症例を対象とした．術前3DRA
データから患者固有形状モデルとステント領域を作成，格子はhybrid meshを用い
た．入口は成人内頚動脈の生理学的平均血流量を設定し，出口は自由端とした．ス
テント領域を設定しないControl model(CM)と，設定したPM model (PMM)を作成
した．CMではFlow velocity (FV)，Wall shear stress (WSS)，Aneurysmal inflow 
rate coefficient (AIRC), PMMではResidual flow volume (RFV)を加えて評価した。
O’Kelly-Marotta scale D群をno-filling case (NF),A-C群をcontrast-filling case (CF)
に分類し、形態学的，血行力学的パラメータを比較し，診断精度をROC解析で評
価した．【結果】CF群11例とNF群16例に分類した．各パラメータの中央値 (NF群 
vs. CF群)を比較すると全ての形態学的パラメータで有意差を認めなかった．一方、
全ての血行力学的パラメータでNF群で低かった．また、ROC解析ではRFVのarea 
under the ROC curve (AUC)が最大だった．【結論】血行力学的パラメーターは、
flow diverter治療の効果予測因子となり得る.
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DP-21-4
WFNS grade5のくも下出血84症例の解析
井上　雅人（いのうえ まさと）1、永田　宗大（ながた そうだい）1、
横井　利光（よこい としみつ）1、松藤　寛（まつふじ ひろし）1、
尾崎　祥多（おざき しょうた）1、玉井　雄大（たまい ゆうた）1、
藤谷　牧子（ふじたに まきこ）1、原　徹男（はら てつお）1

1国立国際医療研究センター病院脳神経外科

【目的】侵襲度が低いコイル塞栓術が広く行われるようになり重症くも膜下出血
（SAH）患者にも急性期の再出血予防処置が行われることが多くなってきた。SAH 
WFNS grade5（grade5）症例の現状を把握するため解析を行った。【対象と方法】
2015年から2020年6月までの5年6か月間に当院で治療を行ったSAH症例のうち、
grade5の症例を対象とした。当院では減圧術や血腫除去術が必要な症例は開頭ク
リッピング術を行い、開頭術、血管内治療のどちらも可能な場合はコイル塞栓術と
いう方針としている。【結果】期間中SAH症例は227例、うちgrade5の症例は84症
例であった。高齢で家族が治療を希望しなかったなどにより保存群となった症例は
34例であった。 外科治療は50症例で行われ、17症例にクリッピング術、33例にコイ
ル塞栓術が施行された。退院時ｍRS0-2/5-6は保存群0％/97％、治療群16％/70％で
あったが、減圧術や血腫除去術を必要としクリッピング術を施行した17例では全例
が退院時mRS5-6であった。コイル塞栓術を選択した33例では21％/64％で、水頭症
を合併していない症例は7例ありmRS0-2は4例（57％）であったのに対し、水頭症
を合併した症例は26例でmRS0-2は3例（12％）であった。【考察】保存群はそもそ
も治療適応がない症例が多く転帰不良であり、治療群であっても減圧術や血腫除去
術を必要とする症例は転帰が悪い。開頭術、血管内治療どちらも可能な症例では水
頭症の有無が予後規定因子となる可能性がある。【結論】SAH grade5の症例は治療
適応なしの群、開頭術が必要な群、開頭術、血管内治療どちらも可能な群に分けら
れるが、どちらも可能な群で水頭症の合併がない症例では転帰良好の可能性が高く
なる。
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DP-21-3
Neuroform Atlasを使用した破裂脳動脈瘤に対する急性期ステント
併用コイル塞栓術
森田　健一（もりた けんいち）1、新保　淳輔（しんぼ じゅんすけ）1、
渋間　啓（しぶま さとし）1,2、磯貝　将（いそがい まさる）1,2、
坂田　佑輔（さかた ゆうすけ）1、関谷　可奈子（せきや かなこ）1、
岩淵　洋平（いわふち ようへい）1、渡邉　緑（わたなべ みどり）1、
中村　公彦（なかむら きみひこ）1,2、渡部　正俊（わたなべ まさとし）1,2、
斉藤　明彦（さいとう あきひこ）2、五十嵐　修一（いがらし しゅういち）1

1新潟市民病院脳卒中科、2新潟市民病院脳神経外科

【目的】現在本邦では破裂脳動脈瘤に対する急性期ステント併用コイル塞栓術は認
可されていないが、救命のために行わざるを得ない場合がある。Neuroform Atlas
を用いて施行した症例を報告をする。【対象】破裂脳動脈瘤は開頭クリッピング手
術を第一選択とする当院で、2018年1月から2019年12月に施行したコイル塞栓術28
例のうち、5例（17.9%）を対象とした。外科的治療困難、重症、高齢、抗血小板剤
内服中のため血管内治療が選択され、ステント併用以外では塞栓が困難な症例に施
行した。【結果】全例24時間は待機し72時間以内に塞栓術を施行した。部位は内頚
動脈C1部、C2部、内頚動脈後交通動脈分岐部、脳底動脈先端部、椎骨動脈部が1例
ずつで、3例はステント留置直前、2例はシース挿入時に経鼻胃管よりアスピリン
200mg、クロピドグレル300mgを注入、全例Jailing techniqueで塞栓を行った。全
例でステント展開留置が行え、再出血、手技による合併症、ステント内血栓、症候
性塞栓症は認められなかった。【考察】破裂急性期治療では、抗血小板薬投与後の
再出血率は11%と非常に高く、虚血合併症も未破裂動脈瘤の1.34-1.65倍と報告され
ている。合併症回避のためには可能な限り操作は複雑でないほうがよく、Neuroform 
Atlasは誘導性、血管密着性が高く、金属量も少なく、有用な選択肢になりうると
考えられた。
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DP-21-2
破裂脳動脈瘤に対するステントの使用経験
福島　浩（ふくしま ゆたか）1、平尾　宣子（ひらお のぶこ）1、
吉野　慎一郎（よしの しんいちろう）1、平川　勝之（ひらかわ かつゆき）1、
井上　亨（いのうえ とおる）2

1福岡市民病院�脳神経外科、2福岡大学医学部脳神経外科

【はじめに】今回我々は、当院で行った破裂脳動脈瘤の初回治療においてステント
を使用し治療を行った症例について報告する。【対象・方法】2013年１０月から2020
年５月までに治療した破裂脳動脈瘤105例のうちステントを使用し治療を行なった5
例を対象とした。臨床症状、周術期合併症、6ヶ月後modify rankin scale(mRS)を検
討した。【結果】男女比1:4、平均年齢は65.2歳（48-83歳）、WFNS grade 1:3例、2:2
例であった。動脈瘤部位は、内頚動脈後交通動脈分岐部(ICPC):3例、内頚動脈C2 
portion:１例、上小脳動脈(SCA)遠位部:１例であり、後者２症例は解離が疑われ、
ICPCの動脈瘤径5.83-7.87mm、ネック径5.05-7.08mmと広頚であった。４例は発症
４日以内で治療を行い、SCAの症例１例は16病日に治療を行なった。抗血小板剤

（バイアスピリン200mg, クロピドグレル300mg）投与時期は、ステント留置直前に
投与が４例、治療2時間前に投与が１例であった。使用したステントは、Neuroform2
例、Enteprise2例、Lvis Jr１例。留置は全例成功しており、周術期は、出血性合併
症なく、ステント内血栓症を生じた症例は3例認めた。２例は無症候で１例は症状
が後遺した。５症例中３症例で術後MRI 拡散強調画像(DWI)で散在性高信号域を
呈し、２例は症候性となった。６ヶ月後mRSは、mRS0-2: 3例、mRS3:1例、mRS4:1
例であった。【結語】外科的治療困難症例、バルーンアシスト、double catheterを
行なっても脳血管内治療困難症例に対しては、ステントの使用も選択肢の一つとは
なりうるがステント内血栓症などの周術期合併症の可能性は非常に高い。周術期抗
血栓療法投与時期など検討していく必要があると考える。
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DP-21-1
急性期破裂脳動脈瘤に対する頭蓋内ステントを用いた血管内治療の検
討
松田　謙（まつだ けん）1、木村　智樹（きむら ともき）1、
山田　慎太朗（やまだ しんたろう）2、大岩　美都妃（おおいわ みづき）1、
芝池　由規（しばいけ よしのり）1、山田　真輔（やまだ しんすけ）1、
山内　貴寛（やまうち たかひろ）1、磯崎　誠（いそざき まこと）1、
常俊　顕三（つねとし けんぞう）1、有島　英孝（ありしま ひでたか）1、
小寺　俊昭（こでら としあき）1、菊田　健一郎（きくた けんいちろう）1

1福井大学脳脊髄神経外科、2中村病院

【背景および目的】頭蓋内ステントは脳動脈瘤治療の有効なオプションであるが、こ
れを急性期の破裂脳動脈瘤に用いることは本邦では承認されていない。今回我々は、
急性期破裂脳動脈瘤に対する頭蓋内ステントを用いた血管内治療の有効性および安
全性を評価した。【方法および結果】2016年1月～2020年3月の期間において、当施
設ならびに関連施設で脳動脈瘤コイル塞栓術を施行した症例は84例で、頭蓋内ステ
ントを併用したものは計7例（8.3%）あった。この7例を対象とし後方視的に検討を
おこなった。平均年齢66.0±16.2歳、男女比は3：4。部位別にみると、内頚動脈3例、
中大脳動脈が1例、後交通動脈が1例、椎骨動脈が2例であった。頭蓋内ステントは
Neuroform Atlasが4例、Neuroform EZが1例、LVISが1例、Enterprise 2 VRDが
1例であった。治療当初より頭蓋内ステントを併用することを企図した症例が6例で、
残り1例はコイルが母血管側に逸脱して血栓化による急性閉塞を来したために、
ジャックアップ目的でステントを使用した。合併症としては、術中破裂が2例、血
栓・塞栓症が3例、頭蓋内ステントの瘤内への滑落が1例認められた。退院時mRS 
0-2は6例（85.7％）であった。【考察および結論】急性期の破裂脳動脈瘤に対して頭
蓋内ステントを使用することにはリスクが伴う。１番の問題としてステント展開に
よる急性の血栓・塞栓症が危惧される。これを回避するために抗血栓療法を強固に
行う必要があるが、出血合併症時の重篤化というジレンマがある。我々の経験では
比較的良好なアウトカムを得ることができているが、急性期の破裂脳動脈瘤に対す
る頭蓋内ステントの使用には慎重な立場でいるべきである。
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DP-21-8
脳動脈瘤における血管外膜炎症の免疫組織学的観察
呂　彩子（ろ あやこ）1,2、景山　則正（かげやま のりまさ）1,2

1聖マリアンナ医科大学法医学教室、2東京都監察医務院

【目的】脳動脈形成・破裂における血管外膜の局所的炎症およびMMP９発現の関与
を検討する。

【対象と方法】剖検により摘出した脳血管（破裂・非破裂動脈瘤各10例）のパラフィ
ン包埋組織標本を作製し、抗Iba1・CD45・MMP9・S100A4の各抗体による免疫染
色を行い、血管外膜における抗体陽性細胞の有無と局在を観察した。

【結果】1）炎症細胞の分布：破裂・非破裂全例の血管外膜に抗Iba1抗体陽性のマク
ロファージおよび抗CD45抗体陽性の骨髄系細胞の集簇がみられた。抗CD45抗体陽
性細胞は同時に抗S100A4抗体陽性であるものが多かった。
２）MMP9の分布：抗MMP9抗体陽性細胞は非破裂1例を除き全例に存在した。存
在部位は上記炎症細胞出現部と一致していた。
3）破裂・非破裂例の比較：共通点として動脈瘤・母動脈移行部外膜に4抗体陽性細
胞の局所的集簇がみられた。相違点として瘤外膜の4抗体陽性細胞数が破裂例で顕
著に多かった。特にMMP9陽性細胞は、非破裂例では殆どが外膜支持組織に限局し
たが、破裂例では瘤壁全層にMMP9陽性細胞が入り込み、壁が菲薄化・粗鬆化して
いた。さらに破裂部瘤壁には全例フィブリノイド変性がみられたが、非破裂例では
変性部位は存在しなかった。

【考察】結果から血管外膜に局所的炎症が生じ、炎症細胞からMMP9が放出されて
動脈瘤の形態変化に関与する機序が支持された。破裂部瘤壁にMMP9陽性細胞浸潤
とフィブリノイド変性がみられたことから、過剰なMMP9産生による瘤壁融解が壁
の脆弱化をきたし破裂に至ると考えられる。
血管外膜の抗S100A4・CD45抗体陽性細胞の存在から、炎症細胞から細胞外に
S100A4が放出してMMPの発現や平滑筋細胞の形質転換を誘導する系の関与も示唆
される。
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DP-21-7
くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する塩酸ファスジル動注による改善
の予測因子の検討
桑野　淳（くわの あつし）1、石黒　太一（いしぐろ たいち）1、
野村　俊介（のむら しゅんすけ）1、程塚　研一（ほどつか けんいち）1、
田中　優貴子（たなか ゆきこ）1、村上　理人（むらかみ まさと）1、
川島　明次（かわしま あきつぐ）1、川俣　貴一（かわまた たかかず）2

1東京女子医科大学八千代医療センター、2東京女子医科大学

【背景】くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する塩酸ファスジルの選択的動注は一般
的に施行されているが、脳血管攣縮や神経症状改善の予測因子について、未だ明確
なコンセンサスはない。今回我々は塩酸ファスジル動注による改善の予測因子の検
討を行った。【方法・対象】対象は2014年1月から2020年6月までに、当施設でくも
膜下出血後の周術期に塩酸ファスジル動注を施行した25名の患者。症候性(新規の
神経学的脱落所見の出現)もしくは画像上脳梗塞を認めたものを塩酸ファスジル動
注の適応とした。脳血管攣縮が遷延する場合、複数回動注を施行した。くも膜下出
血発症から14日目時点での神経所見の改善を最終的なアウトカムとし、後方視的に
背景因子(年齢、性別、動脈瘤部位、重症度など)の検討を行った。【結果】延べ97
手技の塩酸ファスジル局所動注のうち、。脳血管撮影上の攣縮改善は93.5%で認め
た。攣縮改善の独立した予測因子に関して、患者要因としてHunt & Kosnik grade
低値(P0.01)、Fisher group低値(P=0.01)、血管要因としてM2, A2以降の末梢血管
(P=0.02)、手技的要因として塩酸ファスジル22.5mg以上投与(P=0.01)、血管選択的
動注(P=0.01)があげられた。治療後の転帰は25症例中19例(76.0%)で神経症状の改善
を認めたが、神経所見の改善に関係する有意な因子は認められなかった。動注によ
る合併症として3手技(3.1%)で痙攣を認めた。【結語】　脳血管攣縮に対する塩酸ファ
スジル動注において、より血管選択的に、22.5mgを投与するほうが攣縮の改善を得
られた。また、より遠位の血管に対して効果が得られやすかった。また治療介入に
より76%が神経症状改善を認めており、一定の効果はあると考えられた。
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DP-21-6
75歳以上の破裂脳動脈瘤に対し脳血管内治療を行った治療成績につ
いての検討-予後不良となる因子の検討 -
須山　嘉雄（すやま よしお）1、中原　一郎（なかはら いちろう）1、
松本　省二（まつもと しょうじ）1、盛岡　潤（もりおか じゅん）1、
長谷部　朗子（はせべ あきこ）1、田邉　淳（たなべ じゅん）1、
陶山　謙一郎（すやま けんいちろう）1

1藤田医科大学脳卒中科

【緒言】超高齢化社会を迎え、くも膜下出血(以下SAH)で搬送される患者も高齢者
が多くなっている。今回、SAHで発症した破裂脳動脈瘤に対しコイル塞栓術(以下
CE)を行った75歳以上の治療成績について検討した。【対象】2016年1月から2020年
3月に当施設に搬送された破裂脳動脈瘤が原因でSAHを生じ、発症から48時間以内
にCEを行った75歳以上の症例は23例で、これらを後方視的に検討した。【結果】年
齢は75-94歳、男:女=4:19、部位はICPC:13例、Acom:2例、MCA:2例、VABA:6例。
WFNS gradeは1:4例、2:10例、4:1例、5:8例。治療方法の選択理由は全身状態や年齢
を考慮:14例、部位:6例、多発:1例、DAPT中:2例。治療手技はシンプル:3例、バルー
ン併用:13例、ステント併用:5例、ダブルカテーテル:2例。退院時予後は予後良好と
してmRS0-3:12例、不良として4-6:11例で再治療は1例に行われた。予後不良の原因
は術前から存在する脳内血腫:2例、呼吸不全や感染症:8例、術後脳梗塞:4例、もと
もとのADL:1例 (重複あり)。手技に関する合併症は症候性脳梗塞:6例(うちステン
ト併用2例)であった。また、WFNS grade 5の7例中4例が予後良好であった。【考
察】予後不良因子については、術前から存在する脳内血腫、手技による脳梗塞、全
身状態の悪化が考えられた。術前グレードが悪い原因として水頭症と脳実質障害が
考えられたが、水頭症が原因であれば予後の改善が見込まれた。【結語】高齢者で
は術前WFNS gradeが悪くても、その原因が水頭症であれば、周術期合併症(特に
脳梗塞)や全身状態悪化を回避すれば予後良好となる可能性があった。また、脳梗
塞の合併を避けるために急性期ステント併用は避けるべきであると思われた。
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DP-21-5
最重症くも膜下出血（WFNS Grade V）に対するコイル塞栓術の治
療成績
東海林　菊太郎（とうかいりん きくたろう）1、長内　俊也（おさない としや）1、
杉山　拓（すぎやま たく）1、数又　研（かずまた けん）1、中山　若樹（なかやま なおき）1

1北海道大学脳神経外科

【背景・目的】脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血のうち、最重症例（WFNS Grade 
V）に対する適応判断は個々の症例によるところが大きい。治療することで最終的
な予後が悪くない症例にもしばしば遭遇するが、適応基準や治療成績については不
明点が多い。今回、当院症例を検討し、Grade V症例に対するコイル塞栓術の治療
成績と特徴について解析することを目的とした。

【対象・方法】2010年1月から2020年6月までの期間に、当院に搬送されたくも膜下
出血のうちGrade Vの連続71症例を対象とした。搬送時の意識障害の程度（JCS・
GCS）、心停止・呼吸停止の有無、瞳孔不同・散大の有無、動脈瘤部位、治療介入
の有無と方法（コイル塞栓術・直達手術）、転帰（GOS）などについて後方視的に
調査した。

【結果】コイル塞栓術と直達手術を施行したのは各々12例（17%）と17例（24%）で
あった。GOS 1（死亡）は39例で、コイル塞栓術群 1例、直達手術群 3例であった。
GOS 5（GR）は0例であったが、GOS 4（MD）は6例あり、全例治療介入がなされ
た症例であった。コイル塞栓術群の動脈瘤はVA（6例）とAcom（3例）が大半を
占めた。コイル塞栓術群の中には搬送中に心停止・呼吸停止になった症例が6例

（50%）あったが、うち2例でGOS 4（MD）まで回復した。
【結語】Grade Vのくも膜下出血症例でも、状態によっては再破裂予防処置を行っ
て生存だけでなく良好な予後を呈する症例も存在する。とくに血管内治療による再
破裂予防処置は侵襲が小さく、急性期治療の際の選択肢として十分検討の余地があ
る。
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DP-22-2
前大脳動脈末梢部動脈瘤に対するコイル塞栓術の検討
玉井　雄大（たまい ゆうた）1、井上　雅人（いのうえ まさと）1、
永田　宗大（ながた そうだい）1、横井　利光（よこい としみつ）1、
松藤　寛（まつふじ ひろし）1、尾崎　祥多（おざき しょうた）1、
藤谷　牧子（ふじたに まきこ）1、原　徹男（はら てつお）1

1国立国際医療研究センター病院脳神経外科

【背景】前大脳動脈末梢部動脈瘤に対するコイル塞栓術は動脈瘤が遠位にありかつ
小型の場合が多く困難な場合があるとされている。今回我々は同部位の動脈瘤に対
してコイル塞栓術を施行した7症例を経験したためその治療の現状や成績を報告す
る。【対象】2013年1月から2020年6月の期間においてコイル塞栓術を施行した脳動
脈瘤症例のうち前大脳動脈末梢部動脈瘤を対象とした。【結果】同期間において7症
例の前大脳動脈末梢部動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した。男性/女性：１例
/6例で、平均年齢は59歳であった。動脈瘤の大きさの平均は4.4mm（1.1mm-7mm）
であった。治療は全例simple techniqueにて実施した。マイクロカテーテルの誘導
では全例中間カテーテルを使用した。評価期間は平均18ヶ月（最長3年）であった。
経過中に2症例で再発を認め、コイル塞栓術による追加治療を行った。再発までの
期間は1ヶ月半および１年であった。経過中に再破裂や粗大な塞栓性合併症は認め
なかった。【考察】前大脳動脈末梢部動脈瘤に対するコイル塞栓術ではいかに安全
に動脈瘤へマイクロカテーテルを誘導するかが治療戦略上重要と考えられた。マイ
クロカテーテルの動きが制限されるためるためsimple techniqueで治療可能な症例
が良い適応と考えられた。遠位の動脈瘤については中間カテーテルの使用はマイク
ロカテーテル操作の安定を得るのに有用であった。7症例中2症例で再発を認め、治
療後少なくとも1ヶ月以内には経過評価を行う必要があると考えられた。【結語】前
大脳動脈末梢部脳動脈瘤においてもコイル塞栓術は治療の選択肢として考慮しうる
と考えられた。再発には注意が必要であり早期での経過評価を検討する。
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DP-22-1
症候性切迫破裂脳動脈瘤の治療成績
河野　能久（かわの よしひさ）1、上田　泰弘（うえだ やすひろ）1、
沖野　礼一（おきの れいいち）1

1JAとりで総合医療センター脳神経外科

【緒言】急性の神経症候を伴った脳動脈瘤切迫破裂は時に経験され、可及的早期の
外科的治療が求められるが、その判断が困難なことがある。自験例を基に治療成績
と治療戦略を検討する。【対象】2014年1月から2020年5月に脳動脈瘤手術を行なっ
た153例のうち、1. 脳動脈瘤で説明可能な神経症候が出現（頭痛のみは除外）、2. 症
候出現から2週間以内に外科的治療施行、3. 初診時CTでくも膜下出血の診断不能、
を満たす症例を対象とした。海綿静脈洞部内頚動脈瘤は除外した。【結果】条件を
満たしたのは4例であり、全例女性、年齢は39-72歳。神経症候は内頚動脈後交通動
脈瘤(IC-PC)に伴った同側動眼神経麻痺(ONP) 3例、脳底動脈上小脳動脈瘤(BA-
SCA)に伴った対側上下肢麻痺1例であった。IC-PC 3例は入院当日に手術を施行
(clipping 2例、coiling 1例)、全例mRS 0でONPは術後5日-5ヶ月の経過で完全治癒
した。BA-SCA例は対側上下肢麻痺と同時に同側上小脳動脈領域梗塞を認め、出血
性梗塞から急性水頭症を合併、発症5日目に脳動脈瘤破裂を来たした。破裂同日に
coilingを行なって瘤の完全閉塞を得たが、抄録作成時現在、mRS 5で集中治療継続
中である。【考察】切迫破裂のwarning signとして急激な神経症候は非常に重要で
あり、warning signからmajor hemorrhageまでの期間にも様々な報告がある。ONP
例は入院当日に手術を行ないONPの回復も含めて良好な結果を得た。一方で、BA-
SCA例では上下肢麻痺と同時に小脳梗塞、さらに出血性梗塞を来し、治療方法と治
療タイミングの選択に苦慮した。脳動脈瘤を原因とする脳梗塞は破裂の重要な
warning signであることを念頭に置き、状況に応じた慎重かつ早急な外科的介入を
要する。
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DP-21-10
破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における多発瘤同時治療の検討
武井　孝麿（たけい たかまろ）1、森山　久瑠美（もりやま くるみ）1、
平林　拓海（ひらばやし たくみ）1、榎本　真也（えのもと まさや）1、
住吉　京子（すみよし きょうこ）1、重田　恵吾（しげた けいご）1、
八ツ繁　寛（やつしげ ひろし）1、早川　隆宣（はやかわ たかのり）1

1災害医療センター脳神経外科

【緒言】多発瘤を有する破裂脳動脈瘤において、出血源の特定が困難な例を経験す
る。当院で施行した破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における多発瘤同時治療につき検討
した。【対症と方法】2009年から2020年5月30日までに当院で施行した破裂脳動脈瘤
コイル塞栓術290例中、多発瘤を有した19例中、42例の動脈瘤を対象とし、同時治
療が行われた群と非同時治療群とに分け比較検討した。【結果】11症例に同時治療
が行われ、計23例の瘤の塞栓が試みられていた。8症例は1個の動脈瘤を塞栓した後
に経過観察または後日の治療が行われていた。同時治療群において治療部位はIC-
Paraclinoid6例、 ICPC5例、MCA5例、Acom5例、その他2例、治療結果は完全閉塞
17例(73.9%)、頚部残存1例(4.3%)、体部造影2例(8.6%)、不成功が3例(12.9%)、手技に
伴う合併症は血栓塞栓症を8例(34.8%)、血栓症を伴わない2loop以上のコイル逸脱を
1例（4.3%）に、転帰に関わる後遺症を1例(4.3%)に認めた。非同時治療群において
治療部位は ICPC2例、Acom1例、BAtop2例、その他2例、治療結果は完全閉塞6例
(75%)、頚部残存2例(25%)、手技に伴う合併症は血栓塞栓症4例(50%)、術後出血を1
例（12．5％）認め転帰に関わる重傷例であった。【考察】多くは安全に治療が可能
であった。完遂できなかった2例は脳動静脈奇形に合併したFlow related aneurysm
の症例と巨大海綿静脈洞瘤に隣接した眼動脈瘤の症例であり、特殊な病態では注意
を要すると考えられる。非同時治療群においては1個目のコイル塞栓術後7日目に未
破裂と判断していた2mmICPC動脈瘤の破裂を認めた症例で重篤な転帰を迎えた。
破裂が完全に否定しきれない例では早期の治療をするべきである。
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DP-21-9
破裂前交通動脈瘤の血管内治療の治療成績
金　瑛仙（きむ よんそん）1、平井　作京（ひらい さきょう）1、
山村　俊弘（やまむら としひろ）1、新井　俊成（あらい としなり）1

1草加市立病院

【緒言】デバイスの進歩によって複雑な形態の動脈瘤も血管内治療可能となってき
ているが、くも膜下出血は凝固線溶系の亢進があるため複雑な手技を行うことで虚
血性合併症のリスクが高くなると報告されている。当院では破裂前交通動脈(Acom)
瘤で血管内治療を選択した症例に対し、全身麻酔下でシンプルテクニック(ST)のコ
イル塞栓術(CE)を第一選択としている。【方法】直近5年間の当院で急性期治療を
行った破裂Acom瘤44例のうち血管内治療を選択した16例を対象に検討した。【結
果】年齢中央値は62.9±10.1歳、男女共に8例(50%)、WFNS gradeは2±1.3、動脈瘤
最大径の平均は5.3mm±1.8mm、dome neck比は1.7±0.9であった。ST(14例 87.5%)、
バルーンアシストテクニク(1例 6.25%)、ダブルカテーテルテクニック(DCT 1例 
6.25%)で行った。STを選択した14例の平均手術時間は111±21.3分、Raymond Iは
8例、Raymon IIは6例であった。術後MRIで脳梗塞を呈した症例は5例(35.7%)、術
後合併症はなく、血管内治療を要する症候性脳血管攣縮を発症した症例は1例(7.1%)、
平均入院日数は31±12.3日、退院時mRSは2.1±1.9であった。フォローアップでき
た症例は14例中11例で平均フォローアップ期間は79.5日±486日、再発した症例は1
例であったが、再治療した症例はいなかった。【考察・結語】破裂急性期のAcom
瘤に対しSTでCEを施行した症例で、術後MRIで脳梗塞を呈した症例は多かった
が全症例無症候性であり、術後合併症をきたした症例はなかった。破裂急性期に
Acom動脈瘤を治療する際は複雑な手技を避けることで、手技時間が短く、重症例
でも低侵襲で安全に行える手技であると考えられる。
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10088

DP-22-6
ステント留置のみで完全閉塞可能であった破裂微小脳底動脈本幹部動
脈瘤の２例
堀内　薫（ほりうち かおる）1、森　康輔（もり こうすけ）1、
八重垣　貴英（やえがき たかひで）1、玉置　亮（たまき りょう）1、
下間　惇子（しもつま あつこ）1、田中　伯（たなか はく）1、
宮前　誠亮（みやまえ せいすけ）1、横田　浩（よこた ひろし）1、
飯田　淳一（いいだ じゅんいち）1

1大阪急性期・総合医療センター�脳神経外科

【はじめに】破裂脳動脈瘤に対する再破裂予防の基本はステント併用無しのコイル
塞栓術あるいは開頭クリッピング術である。これら治療が困難な症例もあり、時に
ステント併用にてコイル塞栓術が必要となりうる。今回、破裂微小脳底動脈本幹部
動脈瘤に対してステント治療のみで完全閉塞に成功した２例を経験したので報告す
る。【症例1】36歳男性。頭痛発症のくも膜下出血（H&K grade1）。初回DSAでは
出血源不明、1週間後に脳底動脈本幹部に1mmの瘤形成、出血源と断定。微小瘤へ
のカテーテル留置が困難であり、flow diversion効果を期待してLVIS Jrの留置のみ
行い、1ヶ月半後には完全閉塞が確認された。【症例2】77歳男性。心房粗動に対し
て抗凝固薬内服中。頭痛発症のくも膜下出血(H&K grade3)。初回造影では出血源
不明、repeat DSAにて脳底動脈本幹部に存在する1.6mmの瘤が出血源と同定、瘤
内へのカテーテル留置が困難で、LVIS展開のみとした。治療後、右不全麻痺が出
現、穿通枝領域の梗塞を認めた。治療2週間後のDSAでは瘤は縮小しておらず、血
栓化促進目的として抗凝固薬を中止。治療2ヶ月後の時点でSAPTに減量、5ヶ月後
に完全閉塞が確認された。【考察・結語】破裂急性期のステント使用は血栓性合併
症及び抗血小板薬の使用に伴う再破裂の助長が問題となる。症例１では、周術期の
血栓性合併症はなく、動脈瘤も早期に完全閉塞となったが、症例２では血栓性合併
症を来たし且つ動脈瘤の完全閉塞まで時間を要した。解離を含めた微小脳動脈瘤破
裂に対するflow diversion効果を期待したステント留置は他に手段がない場合に限
り選択すべきはであるが、再破裂予防には十分な効果が得られる可能性がある。

10076

DP-22-5
Wide neckの破裂VA-PICA瘤のコイル塞栓術においてMicro 
catheter auto assistance でPICA温存を試みた一例
藤原　望（ふじわら のぞみ）1、嶋村　則人（しまむら のりひと）1、
片貝　武（かたがい たけし）1、柳谷　啓太（やなぎや けいた）1、
大熊　洋揮（おおくま ひろき）1

1弘前大学医学部脳神経外科

【はじめに】破裂椎骨動脈後下小脳動脈分岐部瘤（VA-PICA An）はくも膜下出血
（SAH）全体の0.5-0.7%と稀であるが，再出血は24%と他の動脈瘤部位より高いとさ
れる。VA-PICA Anに対し，OA-PICAバイパス併用のトラッピングや，母動脈塞
栓，ステントアシストコイルなどいくつかの治療法があるが，一長一短である。近
年新しい治療手技として報告されたMicro catheter auto assistanceを試みた１例を
報告する。【症例】64歳女性，頭痛を訴え近医搬送された。JCS 10，下位脳神経症
状なし。CTにてSAHと診断され，Day 1に当科紹介となった。脳血管撮影でPICA
分岐部とDomeが一体化している最大径5.2mmのVA-PICA Anを認めた。PICAの
直径は1.6mm，右AICAは低形成であった。同日コイル塞栓術を行なった。PICA 
distalにmicrocatheterを誘導したままDomeに誘導した別のmicrocatheterからコ
イル塞栓を行うことでPICAが温存されるというMicro catheter auto assistanceを
行なった。しかし、最終コイル離脱にPICAが閉塞し，Atlas stentを留置し治療を
終了した。術後に両側外転神経麻痺を認めたが，PICAは温存され，Day 25にmRS 
1で自宅退院した。【考察・結語】Wide neck瘤の治療において血管径の細い親血管
の温存目的にMicro catheterあるいはMicro guidewireのみを用いる手法はいくつ
か報告があり，いずれも良好な成績を収めているが，症例報告レベルである。従来
の治療法と比較すると不確実な可能性があり，治療終盤の母血管閉塞に備えた治療
戦略が必要である。

10970

DP-22-4
破裂前交通脳動脈瘤に対する治療選択と治療成績
佐野　貴志（さの たかし）1、林　志保里（はやし しほり）1、小幡　佳輝（おばた よしき）1

1東京北医療センター脳神経外科

【背景】破裂脳動脈瘤に対する治療方法の選択は以前より議論されている。治療選
択は各施設の方針、術者によって決定されるが、特に破裂前交通動脈瘤に対する治
療選択は施設間で大きく差があると考えられる。今回、破裂前交通動脈瘤に対して
コイル塞栓術または開頭クリッピング術を行った症例の治療成績を検討した。

【対象】2016年4月から2020年3月までに当院で治療を行った破裂前交通動脈瘤を対
象とした。当施設の治療方針として開頭クリッピング術を第一選択としているが、
高齢者、動脈瘤の向きや形状、患者及び家族の希望がある際に血管内治療を選択し
ている。それぞれの治療成績等を後方視的に検討した。

【結果】コイル塞栓術は7症例(41%)で、開頭クリッピング術は10症例(59%)だった。
コイル塞栓術の選択理由は、高齢であること（3例）、高位であること(3例)、血管攣
縮期の治療になったこと(1例)であった。両者間でWFNS gradeやHunt & Kosnik 
grade、動脈瘤の大きさに違いはなかった。治療成績(３ヶ月のmRS)は開頭術で2.5、
コイル塞栓術が3.6となり、コイル塞栓術が悪い印象であった。mRS6は両術式とも
に1例ずつであったが、コイル塞栓術は術中破裂によるものであった。

【考察】再破裂の予防という目的では両者に差は認められなかったが、mRSに関し
てはコイル塞栓術の方が悪かった。高齢者が血管内治療になりやすいことが原因の
一つと考えられる。術中破裂は若年の小動脈瘤の症例である。前交通動脈瘤のコイ
ル塞栓術において、小さなものは術中破裂の危険が言われており、その治療選択は
慎重でなければならない。

10927

DP-22-3
破裂遠位部後下小脳動脈瘤に対する血管内治療の成績
松川　爽（まつかわ そう）1、石橋　良太（いしばし りょうた）1、
後藤　正憲（ごとう まさのり）1、武部　軌良（たけべ のりよし）1、
吉本　修也（よしもと なおや）1、箸方　宏州（はしかた ひろくに）1、
林　英樹（はやし ひでき）1、多喜　純也（たき じゅんや）1、
西田　南海子（にしだ なみこ）1、戸田　弘紀（とだ ひろき）1、
岩崎　孝一（いわさき こういち）1

1公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

【目的】椎骨動脈-後下小脳動脈(PICA)分岐部より遠位部に位置する動脈瘤は全動脈
瘤の1%未満と稀である。重症度や年齢、急性水頭症の有無といった一般的な要素
以外に、形状が嚢状か紡錘状/解離性か、母血管閉塞(PAO)した場合にバイパスが
必要か、などにより治療方針が選択される。当院で血管内治療を施行した症例の成
績を報告する。【対象と方法】2013年から2020年に当院で治療した同部位の病変7例
のうち血管内治療を行った4例を後方視的に解析した。【結果】4例の部位の内訳は2
例がTonsillomedullary Segment(TMs)で2例がTelovelotonsillar Segment(TTs)、形
状は4例とも嚢状であり治療前に瘤内塞栓可能と判断した。2例で瘤内塞栓が可能で
あったが、2例(2例ともTTs)でカテーテルが病変に到達せず近位部からNBCAによ
る母血管閉塞(PAO)を行った。PAOを要した１例にPICA梗塞をきたしたが外減圧
術は要さなかった。再破裂例はなく、瘤内塞栓した１例に再治療（ステント併用コ
イル塞栓術）を要した。2例はmRS0-1で自宅退院し、2例はmRS4-5で転院となった。

【考察と結語】同部位の治療においてマイクロカテーテルの誘導が問題であり、病
変に到達不可能な場合近位部からのPAOを行うかどうかは議論が分かれる。遠位
部PICAは閉塞可能とする報告も見られるが、梗塞範囲を閉塞前に予測することは
難しく、血管内治療を行う場合、より末梢へ安全にアクセスする工夫を行い瘤内塞
栓を目指すことが治療成績向上に必要と考えられた。
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10180

DP-23-1
抗GBM型急速進行性糸球体腎炎治療中に院内発症したくも膜下出血
に脳血管内治療を行った1例
川上　理（かわかみ おさむ）1、小泉　三輝（こいずみ みつてる）2、
河原崎　知（かわらざき さとる）3、土井　健人（どい けんと）1、
大谷　良（おおたに りょう）4、福田　俊一（ふくだ しゅんいち）1、
塚原　徹也（つかはら てつや）1

1京都医療センター脳神経外科、2京都医療センター腎臓内科、
3京都医療センター脳神経内科、4馬場記念病院脳神経外科

急速進行性糸球体腎炎(RPGN)は、我が国では、腎炎を占める尿所見を伴い数週か
ら数ヶ月の経過で急速に進行する症候群と定義される。本症候群の原因として
ANCA陽性RPGN、抗GBM抗体型RPGNなど種々の原因が知られている。本症候
群は無治療であれば多くの症例が末期腎に至り病状の悪化が懸念される。症状とし
て全身倦怠感、微熱、感冒症状などのほか血尿、蛋白尿などの腎炎症状が見られる。
腎外症状として脳出血、くも膜下出血などの致命的病態を示すこともある。本症候
群の治療の進歩に伴い予後が改善されてきているが、抗GBM抗体RPGNの腎予後
は極めて不良であることが知られている。合わせて頭蓋内出血などの合併症のコン
トロールも重要である。当院で経験した抗GBM抗体RPGNに合併したくも膜下出
血症例に血管内治療を行った１例を報告する。本症候群を基礎疾患とした院内発症
脳出血を本症例以外にも経験しており、あわせて報告する。

10144

DP-22-9
破裂窓形成部脳底動脈瘤の治療
井上　悟志（いのうえ さとし）1、岡田　真幸（おかだ まさゆき）1、
堀　達雄（ほり たつお）1、李　辰泰（り てじん）1、黒田　竜一（くろだ りゅういち）1、
武田　直也（たけだ なおや）1、栗原　英治（くりはら えいじ）1

1社会医療法人社団順心会順心病院脳神経外科

【緒言】椎骨脳底動脈合流部の動脈瘤は稀である。破裂窓形成部脳底動脈瘤の2症例
を経験したので報告する。【症例1】61歳、女性。後頭部痛・嘔気で発症。H&H grade 
1, WFNS grade 1, Fisher group 3。BA窓形成部近位側から発生したbroad neckな
動脈瘤で、dome横径 7.8×6.2mm、dome高 5.7mm。右limb・両側VA側のneckは
透視下に分離できるが、左limbは分離困難だった。右VAはGS導入困難で、左VA 
approachで、左limbのballoon assistで瘤内塞栓した。再破裂なく約1年が経過し
MRAで再発認めず、外来通院中（mRS 0）。【症例2】42歳、女性。就労中の中国で
くも膜下出血を発症し、同日にstent支援coil塞栓術を施行され独歩退院したが、6
か月後のDSAで再発の指摘あり、日本での治療を勧められた。DSAでは、窓形成
部脳底動脈瘤はcoil塞栓術後でneck側に再発腔を認めた。右VAからBA左側limb
にLVIS blueが留置されていると思われた。これと交叉して、左VAからBA右側
limbへjail腔が存在して、残存neckに接続しており、この腔を経由してsimple 
techniqueで追加塞栓した。現在、初回治療から3年、再治療から2.5年が経過し、再
破裂なく、MRI・MRAで再発認めず、現地で復職中（mRS 0）。【考察・結語】窓
形成部脳底動脈瘤の治療には各種adjunctive techniqueが報告されているが、他部
位の動脈瘤と同様に、一様な病変ではなく、個別の治療方針決定が重要と思われた。

10113

DP-22-8
後大脳動脈末梢部破裂脳動脈瘤に対して瘤内コイル塞栓術を施行した
1例
岸　文久（きし ふみひさ）1、香山　諒（かやま りょう）1、木村　誠吾（きむら せいご）2、
矢木　亮吉（やぎ りょうきち）2、小川　大二（おがわ だいじ）1、
山田　圭一（やまだ けいいち）1、谷口　博克（たにぐち ひろかつ）1

1医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、2大阪医科大学脳神経外科

【目的】後大脳動脈瘤は全脳動脈瘤の0.7-3.0％と比較的稀である.瘤はほとんどの場
合,main trunkにあり末梢部に位置することはさらに稀である.今回後大脳動脈

（posterior cerebral artery,以下PCA) temporal branch末梢部の破裂脳動脈瘤に対
して,コイル塞栓術を施行した症例を経験したので報告する.【症例】症例は93歳男
性で,意識障害を主訴に当院搬送となった.画像検査では左PCA temporal branch末
梢部に約3mm大の脳動脈瘤を認め,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血および脳内血
腫と診断した.入院翌日,全身麻酔下に瘤内コイル塞栓術を実施した.coilは4本瘤内に
留置し,母血管は温存した.術後新規の脳梗塞は認めず経過した.第44病日リハビリ目
的に転院とした.【考察】後大脳動脈瘤の治療には開頭クリッピング術が行われるこ
とがあるが,術野が深いなど治療難易度は高く近年では血管内治療が選択される機
会が多くなった.PCA末梢部脳動脈瘤は血管内治療を行う場合,瘤までのカテーテル
誘導が問題となるが,本症例では母血管を温存し瘤内コイル塞栓術を施行すること
が出来た.PCA末梢部脳動脈瘤の治療について若干の文献的考察を加えて報告す
る.【結語】PCA temporal branch末梢部破裂脳動脈瘤に対して,瘤内コイル塞栓術
を実施した.

10111

DP-22-7
広頚IC-PC動脈瘤に対する治療―Pcom-ICにneck bridge stentを
留置した2症例
村松　広行（むらまつ ひろゆき）1、糸川　博（いとかわ ひろし）1

1牧田総合病院脳神経外科

【はじめに】広頚IC-PC動脈瘤に対するステント支援下コイル塞栓術において、dome
より起始するPcomの温存がしばしば問題となる。今回、くも膜下出血で発症した
IC-PC動脈瘤においてneck bridge stentをPcomからICAにかけて展開することに
よりPcomを温存した2症例を報告する。【症例1】87歳女性。Rt. IC-PC AN size5.0 
× 4.5mm、neck4.5mmで、ドームよりPcom が分岐していた。当初、コイルのみ
での塞栓を試みたが、フレームの逸脱が見られたため、ステント併用動脈瘤塞栓術
の方針に変更した。まず、Excersior SL-10をPcom に誘導後、塞栓用のSL-10を瘤
内 に 留 置。Target 360 ULTRA 4mm ×8cm を2巻 き ほ ど 瘤 内 に 出 し て か ら、
Neuroform Atlas4.5×30mmをPcom～IC C3に展開。Jailing techniqueで塞栓し、
ほぼ完全閉塞が得られた。【症例2】89歳男性。Rt. IC-PC AN 4.8 × 5.4× 7.3mm, 
neck 4.2mmでfetal type Pcomの症例であった。ステント併用動脈瘤塞栓術を計画。
ス テ ン ト は Enterprise2 4 × 23mm を Pcom か ら ICA に か け て 留 置。Jailing 
techniqueで塞栓を施行し、完全閉塞が得られた。【考察】より確実にPcomを温存
する方法として、Pcom～ICAにneck bridge stentを展開する手法も選択肢として
有用と考えられた。
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10321

DP-23-5
破裂脳底動脈解離性動脈瘤の1例
渡邉　卓也（わたなべ たくや）1、内山　尚之（うちやま なおゆき）1、
会田　泰裕（あいだ やすひろ）1、新田　歩（にった あゆむ）1、林　裕（はやし ゆたか）1

1石川県立中央病院脳神経外科

【症例】65歳男性【現病歴】自室で倒れているところを発見され救急搬送された。
【現症・検査】JCS II-10, 右不全片麻痺（以前の脳梗塞による）。CTでSAHがあり，
3DCTAで脳底動脈に右向きの最大径9mmのwide neckな嚢状瘤を確認した。【治
療】Day 1に全身麻酔下に血管内治療を行った。撮影では3DCTAでみられた嚢状部
分は縮小して紡錘状となり，脳底動脈にflapと思われる陰影欠損をみとめた。瘤の
形状変化があること，およびflapがあることより，解離性脳動脈瘤の破裂と診断し
治療に移行した。治療は，LVIS 4.5/32mm を half-jail 状態とし，もう１本の
microcatheterから紡錘部分にcoilをおいた。コイルは4本34cmを留置し，その後
LVISを展開留置した。最終撮影で，紡錘状部分にはコイルはあるものの血流も残
存した状態であった。術後経過は良好で，day 35に行った血管撮影で，紡錘状部分
の血流は明らかに減少していた。【考察】脳底動脈解離性脳動脈瘤の破裂によるSAH
は比較的稀であり，まず診断が容易ではない。本例は，24時間以内に嚢状から紡錘
状に形態変化があったこと，またflap状の構造があったことより解離と診断した。
治療は，直達手術はclippingもtrappingも穿通枝障害のリスクが大きい。海外では
フローダイバーターによる治療も報告されているが，本邦ではまだ報告がなく，我々
はもっとも清流効果が高いとされるLVISを使用し，また偽腔と思われる部分にコ
イルをおいて血栓化を促す治療方法を選択した。LVISを複数枚使用する方法も報
告されているが，本例においては１枚使用とコイル留置で良好な血管再構築が得ら
れた。

10286

DP-23-4
分枝を有する広頚の脳動脈瘤に対するParent artery complex coil 
protection technique
佐藤　圭輔（さとう けいすけ）1、青木　洋（あおき ひろし）1、
神宮字　伸哉（じんぐうじ しんや）1、佐藤　大輔（さとう だいすけ）1、
瀬戸　大樹（せと ひろき）1

1富山県立中央病院脳神経外科

【緒言】広頚の動脈瘤や，側壁から分枝血管を有する動脈瘤のコイル塞栓術に際し，
いくつかのcoil protection法の有効性の報告がある．今回，parent artery complex 
coil protectionについて報告する．【対象・方法】分枝血管の温存が必要であった連
続3例の破裂瘤2症例と切迫破裂例1例を対象とした．第一に動脈瘤内にマイクロカ
テーテルを留置し，もう一本のマイクロカテーテルを母血管側または分枝血管分岐
部近傍に留置した．その後瘤内カテーテルからフレーミングコイルを数巻き展開し
た後，母血管や分枝血管側への逸脱を抑えるようにもう1本からcomplex coilを展開
した．このparent artery coil protection下にフレーミングを完成，プロテクション
に用いたコイルを回収，良好なフレームが維持されていることと母血管及び分枝血
管の血流を確認の後，順次塞栓を継続した． 【結果】術中合併症無く3例全例で成
功．破裂例2例の内1例は脳底動脈先端部動脈瘤，もう1例は内頚動脈-後交通動脈分
岐部動脈瘤，切迫破裂の1例は内頚動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤であった．Parent 
artery complex coil protection手技に関連した血栓症，出血合併症は認めず，術後
MRI拡散強調画像において1例で無症候性の虚血病変を認める以外に問題なく，術
後経過は良好であった．【結論】解剖学的に従来のプロテクション法が困難な例に
おいて，parent artery complex coil protectionは母血管及び分枝血管温存に有効か
つ安全な方法であることが示唆された．破裂例といったステントを用いることがで
きない緊急症例においても，有効なテクニックとなる可能性があると推察される．

10209

DP-23-3
後下小脳動脈を含む破裂解離性椎骨動脈瘤に急性期ステント留置と術
後瘤増大にinternal trappingを行った一例
川並　麗奈（かわなみ れいな）1、戸根　修（とね おさむ）2、
今江　省吾（いまえ しょうご）1

1富士吉田市立病院脳神経外科、2青梅市立総合病院�脳卒中センター

【諸言】破裂解離性椎骨動脈瘤から重要血管が分岐する場合、治療選択に苦慮する。
今回、後下小脳動脈（PICA）と前脊髄動脈（ASA）をinvolveした破裂解離性椎骨
動脈瘤に対し血管内治療を行った一例経験したので報告する。

【症例】40才代男性、くも膜下出血で入院。血管撮影で左椎骨動脈に解離性動脈瘤
が認められ、出血源と診断した。病変遠位からは右と交通するASAが、瘤中央か
らは細いPICAが分岐し、偽腔とは明瞭に分離される狭窄した真腔が認められた。
以上より狭窄した真腔にステントを留置し拡張し、解離瘤の大部分を被覆し偽腔を
閉鎖、残存した偽腔にコイルを留置する方針とした。抗血小板剤2剤 (DAPT) の
loadingと全身heparin化後、Enterprise2 VRD 4.0mm/30mmを留置し、偽腔はほ
ぼ造影されなくなった。コイルを挿入するスペースが消失した為、ステント留置の
みで治療を終えた。術後もDAPTを継続し第10病日、血管撮影で瘤の再増大を認め
た。第17病日、PICA起始部を温存しinternal trappingを行った。左ASAは閉塞し
たが、右ASAにより梗塞は発症せず、第39病日にmRS0で自宅退院した。術後1年
の血管撮影で左PICAは温存され瘤の再増大はない。

【考察】今回、解離性狭窄部の真腔にステントを留置し、PICAとASAは温存され、
DAPTのloadingでステント留置に伴う重篤な血栓性合併症は免れた。又、第一回
目血管内治療後、短期間で瘤の増大を認めたが、DAPT継続下で再出血を生じな
かった点で、ステント留置によりある程度の再出血予防効果があったと考えられる。

【結語】破裂解離性動脈瘤がPICAとASAをinvolveし真腔と偽腔が明瞭な場合、急
性期ステント使用の選択肢があり得るが、厳重な経過観察が必要である。

10203

DP-23-2
脳内血腫・脳血管攣縮を伴う破裂左中大脳動脈脳動脈瘤の1例
溝上　康治（みぞかみ こうじ）1、宇津木　聡（うつき さとし）1、
小佐野　靖己（おさの せいき）1、遠藤　昌孝（えんどう まさたか）1

1湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科

【目的】脳内血腫、脳血管攣縮を伴う破裂左中大脳動脈脳動脈瘤に対し、急性期に
脳動脈瘤コイル塞栓術・血管形成術を施行した１例を報告する。【症例】35歳女性、
5日前からの全身倦怠感・食欲不振に加え言語障害が出現した為、当院を受診、頭
部CTで左側頭葉脳内血腫を伴うくも膜下出血の診断がつき入院となった。CTAで
左中大脳動脈M1-anterior temporal artery分岐部にblebを伴う長径5mmほどの脳
動脈瘤を、また左中大脳動脈を中心にびまん性脳血管攣縮を認めた。再出血による
血腫形成、症候性脳血管攣縮いずれもが考えられた為、局所麻酔下で脳動脈瘤コイ
ル塞栓術・血管形成術を施行した。術中・術後に新たな神経症状出現することなく
経過、軽度混合性失語を残し、第29病日にmRS 3で回復期リハビリテーション病院
へ転院した。【結論】脳内血腫、脳血管攣縮を伴う破裂脳動脈瘤に対し、急性期に
局所麻酔下での脳動脈瘤コイル塞栓術・血管形成術は治療選択肢の一つと成り得る。
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10444

DP-23-9
破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後の遅発性コイル逸脱による脳梗塞を来し
た2症例
竹中　俊介（たけなか しゅんすけ）1、今井　直哉（いまい なおや）1、
渡邉　芳彦（わたなべ よしひこ）1

1浜松労災病院脳神経外科

【初めに】脳動脈瘤コイル塞栓術において母血管へのコイル逸脱は問題となる。今
回、我々は破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後、遅発性にコイル逸脱が悪化し脳梗塞を来
した2症例を経験したので報告する。【症例１】36歳男性、SAH(WFNS Gr.1)。右内
頚 動 脈 前 脈 絡 叢 動 脈 分 岐 部 の 小 型 破 裂 脳 動 脈 瘤 ( 最 大 径1.7mm) に 対 し て
Target360nano1mm/3cmのみで塞栓した。Microcatheter抜去時に半ループコイル
tailが逸脱しneck remnantの状態で終了。DAPTを開始し、Day8のDSAでは塞栓
良好であったが、Day12のMR-DWIで右半球に無症候性梗塞が多発し、Xｐで右M1
にコイルの逸脱を確認したため、右M1からC1にかけてEnterpriseを留置しcoilを
固定した。【症例２】66歳女性、SAH(WFNS Gr.2)。脳底動脈先端部に6.8*6mm大で
左P1に騎乗するwide neck動脈瘤の破裂と診断。同日DAPT後、balloon assistで
コイル塞栓を施行し、左P1に1ループコイルが逸脱した軽度body fillingで終了。途
中からSAPTに変更。Day26に左動眼神経麻痺が出現し、MRIで左後頭葉と左中脳
内側に梗塞の出現を認めた。DSAでは、左P1のコイル逸脱部がneckから遠位に2
ループ逸脱し移動し血栓の付着が疑われた。すでに左後頭葉は脳梗塞を来していた
ためDAPTに戻し経過観察とした。【考察】コイルが母血管に逸脱すると血栓症が
問題となりコイルの回収やステント留置などの治療選択がある。しかし逸脱が軽度
である場合は、抗血小板療法を強化し経過観察する方針となるが、今回のようにコ
イルの逸脱が遅発性に悪化し脳梗塞を来す危険性があり、十分な画像フォローが必
要となる。特に破裂症例の場合は瘤内の血栓化が関与し遅発性のコイル逸脱を来す
危険性があり注意が必要である。

10413

DP-23-8
小脳及び第四脳室内血腫と水頭症を併発した破裂末梢性後下小脳動
脈瘤に対して、内視鏡下血腫除去とコイル塞栓術を行った一例
前田　佳一郎（まえだ けいいちろう）1、越智　崇（おち たかし）1、
後藤　芳明（ごとう よしあき）1、坂口　雄亮（さかぐち ゆうすけ）1、
吉田　拓也（よしだ たくや）1

1会津中央病院脳神経外科

【目的】末梢性後下小脳動脈瘤の破裂により大きな小脳及び第四脳室血腫及び水頭
症を呈した症例に対して、内視鏡下血腫除去後に動脈瘤コイル塞栓術を行った一例
を経験したので報告する。【症例】66歳男性で、突然の頭痛とめまいで発症して救
急要請、救急車内で意識レベルが JCS 3桁に低下して当院に搬送された。頭部CT
で小脳虫部を中心に大きさ4cmほどの血腫があり、急性水頭症を呈していた。続け
て CTアンギオグラフィーを施行したが、出血源となりうるような異常は同定でき
なかった。末梢性後下小脳動脈瘤の破裂も考慮したが、まずは救命のため緊急にて
内視鏡下に血腫除去を出血源の可能性がある部分の血腫は残しながら施行した。手
術後に脳血管撮影を行うと、左後下小脳動脈の末梢に嚢状動脈瘤を認めた。最初は
瘤内塞栓を試みたがマイクロカテーテルの瘤内への誘導が困難であったため、瘤は
末梢であることも考慮して母血管閉塞術を施行した。リハビリにて失調は後遺する
ものの、介助歩行や経口摂食は可能となり退院した。【結論】近年、脳動脈瘤破裂
に伴う大きな脳内血腫や脳室内血腫に対して内視鏡治療を先行させてまずは脳圧を
下げてから脳動脈瘤を血管内治療した症例が報告されている。また、小脳出血に対
して、開頭術より内視鏡手術が手術時間短縮などで有効である報告もされている。
比較的稀な末梢性後下小脳動脈瘤の破裂により大きな小脳及び第四脳室血腫及び水
頭症を呈した症例に対しての低侵襲で短時間で施行可能な内視鏡治療と血管内治療
の組み合わせによる治療は、予後の改善に貢献できた可能性があるものと考えられ
た。

10381

DP-23-7
脳血管攣縮期に有症状で来院したくも膜下出血に対する治療戦略：症
例報告と文献レビュー
柴田　あみ（しばた あみ）1,2、金子　純也（かねこ じゅんや）1,2、
佐藤　慎（さとう しん）1,2、北橋　章子（きたはし あきこ）1,2、
工藤　小織（くどう さおり）1,2、畝本　恭子（うねもと きょうこ）1,2、
横堀　將司（よこぼり しょうじ）2,3

1日本医科大学多摩永山病院救命救急センター、2日本医科大学救急医学教室、
3日本医科大学付属病院高度救命救急センター

【はじめに】遅発性脳血管攣縮期に来院した脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対
して、再出血防止処置を行う時期については定まった見解がない。特に脳血管攣縮
による有症状で来院した場合が問題となる。攣縮期に有症状で来院したくも膜下出
血に対し、動脈瘤処置を攣縮期終了後に行った症例および攣縮期中に行った２症例
を経験した。その治療戦略について文献的考察を加えて報告する。

【症例１】67歳男性。意識障害と左半身不全麻痺を主訴にday-5に搬送となった。右
中大脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の診断で、攣縮期終了後に待機的手術の方針
としたが、day-12のMRIで脳血管攣縮による多発脳梗塞を認めた。day-13に開頭ク
リッピング術を施行するもmRS=5で転院となった。

【症例２】65歳女性。頭痛と右半身不全麻痺を主訴にday-10に搬送となった。右内
頸動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤破裂によるクモ膜下出血の診断で、右半身麻痺は
脳血管攣縮による症状と判断した。脳血管攣縮期の終了を待たずして、来院同日に
コイル塞栓術及び経皮的血管形成術、エリル動注療法を施行し、mRS=1となった。

【考察】脳卒中ガイドラインでは搬入時すでに出血後72時間を過ぎている場合では、
攣縮期が過ぎるのを待って再出血防止処置を行うことを考慮しても良いとされ、待
期手術の場合には10日以降の出来るだけ早い時期に行うことが虚血性・出血性合併
症両者のリスクを最小限にするとも言われている。血管内治療は動脈瘤根治術のみ
でなく血管拡張術を連続して行える利点があり、待機する必要がない。上記２症例
を文献的考察を加えて報告する。

10365

DP-23-6
コイル塞栓術後に穿通枝梗塞を生じた前交通動脈瘤の一例
佐々木　哲郎（ささき てつお）1、佐藤　篤（さとう あつし）1、
本郷　一博（ほんごう かずひろ）1

1伊那中央病院脳神経外科

【目的】前交通動脈瘤に対するクリッピングでは前交通動脈穿通枝の障害がしばし
ば問題となるが、血管内治療による穿通枝梗塞の報告は比較的少ない。我々が経験
した塞栓術後に穿通枝梗塞を生じた前交通動脈瘤について報告する。【症例】66歳
女性。WFNS grade IIの破裂前交通動脈瘤に対し、全身麻酔下でコイル塞栓術を施
行した。右A1は低形成であり、左A1-A2 junctionと前交通動脈の間にneckを有し、
domeは前上方に突出していた。バルーンアシストで瘤内塞栓を行い、わずかなneck 
remnantで治療を終了した。麻酔覚醒後から逆行性健忘が観察され、頭部CT・MRI
で脳梁膝部に脳梗塞を認めた。術中画像を再検証すると、治療の終盤で動脈瘤の右
後方から分岐する穿通枝が描出されなくなっていたことが判明した。健忘は数日で
軽快、認知障害も徐々に改善し、30日後のmRSは1、90日後は0に回復した。【考察・
結論】前交通動脈の穿通枝は主に後上方から分岐し、A1径に左右差がある場合は太
いA1側から分岐することが多いとされる。2016年にKimらは13例の前交通動脈瘤
に対して動脈瘤と前交通動脈の塞栓術を行い、neckが前交通動脈にあった5例中4例
で穿通枝梗塞を認め、neckがA1-A2 junctionにあった症例では認めなかったと報
告している。本症例では前交通動脈は温存したが、A1-A2 junctionと前交通動脈の
間に穿通枝が分岐しており、neck付近のpackingにより穿通枝が閉塞したと考えら
れた。前交通動脈瘤のコイル塞栓術においても穿通枝梗塞は発生し得るため、前交
通動脈の温存に努めることに加え、neckの過剰なpackingは控えるべきかもしれな
い。
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DP-24-3
くも膜下出血後の重度遅発性脳血管攣縮症例の検討
荒井　大志（あらい ひろし）1、木戸口　正宗（きどぐち まさむね）1、
細田　哲也（ほそだ てつや）1、新井　良和（あらい よしかず）1

1市立敦賀病院脳神経外科

【はじめに】遅発性脳血管攣縮はSAH患者の20-40%程度に起こるといわれ、時に重
度の脳血管攣縮にて治療にきわめて難渋することがある。【症例】症例１ 42歳女性。
頭痛発症にて受診。右内頚動脈前脈絡叢動脈分岐部に破裂動脈瘤（3.0×2.8mm）を
認めSAH（WFNS grade1）と診断、同日コイル塞栓術施行。Day６に片麻痺出現。
びまん性の重度脳血管攣縮（右ICA、両側ACA）を認めDay６,7に塩酸ファスジル
局所動注療法施行するもその後頭部CTにて左右大脳半球に広範囲な虚血性変化を
呈しDay17に死亡退院となった。症例2　49歳女性。意識障害にて救急搬送。前交
通動脈に破裂動脈瘤（5.0×2.5mm）を認めSAH（WFNS grade2）と診断し同日コ
イル塞栓術施行。Day6に意識障害、失語出現。両側IC、ACA、MCAならびにBA
にびまん性の重度脳血管攣縮を認め、Day6,7に塩酸ファスジル局所動注療法施行す
るもその後頭部CTにて左右大脳半球に広範囲な虚血性変化を呈しDay9に死亡退院
となった。症例3　50歳女性。意識障害、失語にて救急搬送。左中大脳動脈分岐部
に破裂動脈瘤（3.3×2.0mm）を認めSAH（WFNS grade4）と診断、同日コイル塞
栓術施行。Day6に失語出現。両側ACA、左MCAにびまん性の重度脳血管攣縮を
認め、Day6からDay12まで計7回塩酸ファスジル局所動注療法施行。術後状態は徐々
に改善しDay41にmRS4でリハビリ転院となりその後mRS2まで改善し在宅復帰し
ている。【結語】重度びまん性の遅発性脳血管攣縮は極めて予後不良であり、あら
ゆる外科的、内科的治療を行ったとしても不幸な転帰となる可能性が高い。しかし
循環動態の安定化をはかりつつ繰り返し血管内治療を併用することで救命し得る症
例もあると考えられた。

10638

DP-24-2
自然血栓化後に短期間で再開通を来した小型前交通動脈瘤の1例
金井　雅裕（かない まさひろ）1、伊藤　圭佑（いとう けいすけ）2、
戸塚　剛彰（とつか たけあき）2、丸賀　庸平（まるが ようへい）2、
長谷川　義仁（はせがわ よしひと）2、船井　三規子（ふない みきこ）2、
川端　康弘（かわばた やすひろ）2、安田　宗義（やすだ むねよし）2、
根来　眞（ねごろ まこと）2

1一宮西病院脳神経内科、2一宮西病院脳神経外科

【背景】動脈瘤の自然血栓化は巨大動脈瘤では約50%にも及ぶが，小型動脈瘤の自
然血栓化の報告例は少ない．今回我々は，自然血栓化により短期間で画像所見の変
化を来した小型前交通動脈瘤の1例を検討したので報告する．【症例】50歳女性．突
発の頭痛と嘔吐で発症し当院へ搬送された．E2V3M5の意識障害を認めた．頭部CT
でSAHと診断した．頭部CTAで前交通動脈に4.3mmの動脈瘤を認めた．Neck部
分の径は1.4mmだった．coil塞栓目的にDSAするも同部位に1.6mm程度の動脈瘤し
か確認できなかったため，Coilを1本留置し経過をみた．第8病日のDSAでは動脈瘤
の再開通は認めなかったが，第17病日に再度SAH発症．DSAで4.8mmの動脈瘤を
認めたためコイル塞栓術を再度施行した．その後は瘤の再出現は確認できず，第78
病日に転院した．【考察】自然血栓化のメカニズムには血行力学的な要因が関与す
るとされている．本症例では動脈瘤のvolumeに比して頸部の径が小さいため，血
流の停滞を引き起こし，自然血栓化を来したことが一番の要因と考えられる．本症
例のように小型血栓化動脈瘤の再開通は発症後短期間で起こることが多く，再開通
後に破裂する症例も報告されている．定期的な画像がフォローを行う事によって血
栓化動脈瘤の再開通を早期に発見することが重要である．

10521

DP-24-1
急性期に部分血栓化を来たし,二期的に治療を要した小型破裂脳動脈
瘤の一例
今井　直哉（いまい なおや）1、竹中　俊介（たけなか しゅんすけ）1、
渡邉　芳彦（わたなべ よしひこ）1

1浜松労災病院脳神経外科

【はじめに】急性期に血栓化を来した小型破裂脳動脈瘤の治療方針は定まっていな
い.コイル塞栓術中に血栓化を来し,治療方針に苦慮した症例を経験したので報告す
る.【症例】47歳女性,深夜に突然の頭痛を自覚し,翌日当院受診しFisher group 3, 
WFNS grade 1のくも膜下出血と診断した.右内頚動脈後交通動脈分岐部に内側向き
の3x3.6mmの破裂脳動脈瘤を認め,コイル塞栓術を行った.Balloon assistで1stコイ
ルを留置している最中に,わずか数分の間に急速に動脈瘤の血栓化をきたしコイル
挿入が困難となった.ガイドワイヤー先行でマイクロカテーテルを再度血栓化瘤内
に誘導し,再破裂予防のためunder sizeである2mmx4cmのコイルを1本留置し治療
を終了した.術後右動眼神経麻痺と右頭頂葉を中心とした多発脳梗塞による左不全
片麻痺が出現した.血栓化動脈瘤の再開通を確認したため発症33日目に再度Balloon 
assistでコイル塞栓術を施行し軽度neck remnantな状態で治療を終了した.再手術
後の経過は良好で,軽度右眼瞼下垂のみ残存し,mRS1で自宅退院となった.【考察】
血栓化小型動脈瘤の頻度は低く,血栓化の時期・再開通の時期には幅があり,過去の
症例報告では,開頭クリッピング術に移行したが遠位塞栓をきたした症例や,経過観
察をしたが治療前に再破裂をきたした症例など,多岐にわたる.治療方法や治療時期
に対し症例ごとに異なった対応が必要である.【まとめ】初期治療中に血栓化したが
再開通し,33日目に再治療を行った破裂小型血栓化瘤の1例を経験した.治療による遠
位塞栓や再開通,再破裂など考慮し,慎重な経過観察,治療介入が必要である.

10518

DP-23-10
内向きコイルで急性期治療を行った広頚破裂脳動脈瘤の3例
宮田　悠（みやた はるか）1、伊藤　清佳（いとう さやか）1、
藤田　智昭（ふじた ともあき）1、野々山　裕（ののやま ゆたか）1、
中澤　拓也（なかざわ たくや）1、深尾　繁治（ふかお しげはる）1

1京都岡本記念病院�脳神経外科

【目的】neck bridging stentの普及によりwide neckな脳動脈瘤の治療成績は向上
したが，破裂脳動脈瘤治療時にはstentを用いず治療することが原則である．今回
我々は，wide neckな破裂脳動脈瘤の治療に際して，内向きコイルが有用であった
3症例を経験したので報告する．【症例1】51歳女性，破裂内頚動脈C1部瘤，WFNS 
grade 2．屈曲蛇行した内頚動脈の大弯側に発生し母血管をinvolveする形状のdome 
19×14 mm，neck 9 mmの大型瘤．Micrus Frame S 15mm×50cm (以下Frame S 
15/50と記載)とFrame S 14/47でballoon-assist下に母血管を温存する形でframing
し得た．neck remnantで終了．【症例2】71歳 女性，破裂内頚動脈瘤，WFNS grade 
2．dome 13×11 mm，neck 10 mmで先端にblebを伴うwide neck瘤．Frame S 
10/34でframingを作成し，double catheter techniqueでfillingを行った．blebの造
影は消失しbody fillingで終了．【症例3】42歳 女性，破裂中大脳動脈瘤，WFNS 
grade 1．dome 6×5 mm，neck 5 mmで，動脈瘤から両M2が分岐している形状の
wide neck瘤．day 5の受診でM1から両M2に高度のspasmを伴っていた．慢性期
の治療を考慮したものの入院翌日のCTにて側頭葉に低吸収域が出現しておりspasm
との同時治療を行った．頚部頚動脈がtortuousであり，distal access catheterから
のsimple techniqueで手技を行なった．SHOURYU 3/5でM1のPTAを行った後，
Axium PRIME FRAME 5/15でframing施行．neck remnantで終了．【結論】wide 
neckな破裂脳動脈瘤の急性期治療に際して，再発時の選択肢を残す観点からもstent
を用いない方針は重要であり，内向きコイルでのframe形成は妥当な治療方針の一
つである．
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DP-24-7
前交通脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後に頚髄損傷を来した一例
吉田　浩貴（よしだ ひろたか）1、松崎　粛統（まつざき としのり）1、
山川　功太（やまかわ こうた）1、森　健太郎（もり けんたろう）1、
沼澤　真一（ぬまざわ しんいち）1、渡邊　貞義（わたなべ さだよし）1

1総合東京病院

前交通動脈瘤に対する脳動脈瘤コイル塞栓術を行う際に、適切なworking angleを
取るために頚部の屈曲もしくは背屈が必要になることを少なからず経験する。今回
我々は、A-com脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対し、全身麻酔下でコイル塞栓
術を行なったところ、術後に頚部過背屈に起因する中心性頚髄損傷により左上肢麻
痺を来した症例を経験したので報告する。症例は48歳男性SAH WFNS grade I、、
Fisher group3CTAにてA-com前向きにφ4.8×3.5mm大の動脈瘤を認め、緊急で全
身麻酔下でのコイル塞栓術を施行。術中破裂や血栓性合併症なく手術終了したが、
術直後の左上肢麻痺（MMT1/5）を認めた。頭部MRI(DWI)では虚血性変化なく、
MRAでも主幹動脈描出良好であった。脳梗塞による左上肢の麻痺である可能性は
低いと判断し、頚椎MRIを追加したところC4/5に脊柱管狭窄症と髄内信号変化を
認めた。コイル塞栓に際し、適切なWorking angleを得るために頚部を可及的に背
屈したことによる中心性頚髄損傷と診断した。緊急で頚椎前方除圧固定術を施行し
た。左上肢麻痺は徐々に改善しリハビリテーションを行なったのちmRS0で自宅退
院となった。working angleを得るために頭部を背屈したことによる中心性頚髄損
傷を経験した。くも膜下出血に対する緊急手術の場合、術前に十分な精査を行うこ
とが難しいことが多いがA-com前向き動脈瘤に対する治療を行う際には術前にMR 
Iでの頚椎評価が有用であると考えられた。

10861

DP-24-6
外側後脈絡叢動脈瘤の一例
内藤　丈裕（ないとう たけひろ）1、長谷川　俊典（はせがわ としのり）1、
加藤　丈典（かとう たけのり）1、種井　隆文（たねい たかふみ）1、
塚本　英祐（つかもと えいすけ）1、岡田　航（おかだ こう）1、伊藤　里紗（いとう りさ）1、
纐纈　雄太（こうけつ ゆうた）1

1小牧市民病院脳神経外科

【症例】59歳、女性。主訴は突然の激しい頭痛。家族歴に特記すべきことなし。1996
年脳室内出血を発症し、精査の結果もやもや病と診断された。もやもや病に対し同
年浅側頭動脈中大脳動脈吻合術施行。術後経過良好で退院以後当科外来通院。吻合
部血流が良好であることが確認されており、画像上の経過も良好と判断されていた
が2011年7月再度脳室内出血発症。脳血管撮影施行もあらたな血管障害指摘し得ず
保存的加療にて軽快し自宅退院。その後も当科外来フォローアップ継続されていた。
2019年12月7日前記主訴とし当院ERに搬送。来院時JCS3、発熱なく感染兆候なし。
再再度の脳室内出血を指摘され即日当科入院。精査の結果外側後脈絡叢動脈破裂動
脈瘤と診断し、救命目的に血管内治療での根治術を施行した。経過良好にて回復期
リハビリテーション目的に転院も、現在mRS0で独歩にて当科外来通院中である。

【結論】外側後脈絡叢動脈は通常後大脳動脈のP2 segmentより分岐し，脈絡裂から
側脳室下角に入り脈絡叢を灌流する。本部位の動脈瘤の報告は少ないながらもやも
や病を合併することが多いと報告される。本例ももやもや病をベースとしており、
できる限りpatencyを確保した治療が望ましいと考えられコイル塞栓術を選択した。
3回の脳室内出血を繰り返したうえで以前2回出血時の精査では指摘されなかった外
側後脈絡叢動脈破裂動脈瘤に対し血管内治療を施行した症例を経験した。

10827

DP-24-5
多発血管奇形を伴う破裂窓形成椎骨脳底動脈合流部動脈瘤の2例
佐々木　貴夫（ささき たかお）1、嶋村　則人（しまむら のりひと）1、
渡邉　亮太（わたなべ りょうた）1、木下　翔平（きのした しょうへい）1、
片山　耕輔（かたやま こうすけ）1、奈良岡　征都（ならおか まさと）1、
大熊　洋揮（おおくま ひろき）1

1弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座

【はじめに】椎骨脳底動脈合流部動脈瘤（VBJ An）は窓形成に合併することが多く、
全動脈瘤の約0.5％を占める。多発血管奇形を伴う窓形成の破裂VBJ Anの2症例を
経験したので報告する。【症例1】60代女性　頭痛発症。DSAでVBJ、Rt. M1、Acom
に窓形成を認めた。VBJに二瘤とRt. ICに一瘤を認めたが、血腫分布からVBJ An
破裂と診断した。Double catheter techniqueで腹側瘤に対しコイル塞栓術を施行し、
complete obliterationを得た。術後経過は良好で、独歩自宅退院した。治療１年後
のDSAでも瘤は完全閉鎖を維持している。【症例2】30代女性　頭痛発症。DSAで
右遺残三叉動脈、右椎骨動脈低形性 、VBJに窓形成を認めた。VBJ窓形成ミギ外
側のAICA-PICA分岐部に9mmの歪な形状の動脈瘤を認めた。Balloon assistおよび
double catheter techniqueでコイル塞栓術を行い、neck remnantで終了した。術後
経過は良好で、独歩自宅退院した。治療半年後のMRAで明らかなresidual neck増
大を認めていない。【考察】窓形成部両端は中膜が欠損しており、動脈瘤形成に関
与するとされる。本動脈瘤は脳幹前面に位置するため、穿通枝や下位脳神経との関
わりから直達手術が困難であり、本動脈瘤に対する血管内治療の有用性の報告が散
見される。多発血管奇形を合併している稀な症例に対しても血行動態を考慮した塞
栓術が可能であり、良好な長期治療転帰を得ることができる。

10793

DP-24-4
塞栓術後亜急性期に前脈絡叢動脈へコイルが突出した破裂脳動脈瘤の
1例
岸田　健吾（きしだ けんご）1、村上　守（むらかみ まもる）1、
濱中　正嗣（はまなか まさし）2、上田　廉（うえだ れん）1、
鎌田　一晃（かまた かずあき）1、村上　陳訓（むらかみ のぶくに）1

1京都第二赤十字病院脳神経外科、2京都第二赤十字病院脳神経内科

【はじめに】術後遅発性にコイルが母血管へ突出あるいは逸脱することはしばしば
報告されているが、分枝への突出の報告はほとんどみられない。破裂脳動脈瘤の塞
栓術後、亜急性期に前脈絡叢動脈へコイルが突出した稀な1例を経験したので報告
する。

【症例】49歳、男性。突然発症の頭痛、嘔吐で当院へ救急搬送となり、左内頚動脈
前脈絡叢動脈分岐部脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血（H&K:2、WFNS:2、Fisher:3）
と診断した。翌日にコイル塞栓術を施行し、わずかにdome fillingで手技を終了し
た。
術後1日目よりオザグレルナトリウム、塩酸ファスジルを開始した。術後8日目に一
過性の構音障害、右不全麻痺が出現したが頭部CTでは明らかな異常所見を認めず、
脳血管攣縮を疑い、シロスタゾールを追加した。その後は症状の再燃なく、MRIで
も脳梗塞や脳血管攣縮を認めなかったため、術後16日目までに上記3剤を終了した。
術後18日目に再度同様の発作を認めシロスタゾールを再開したが、術後20日目に同
症状が再燃した。MRIで左内包後脚に急性期脳梗塞を認め、ヘパリン、クロピドグ
レル、アルガトロバンを投与して症状は改善した。術後21日目の脳血管撮影で前脈
絡叢動脈へのコイルの突出を認め、同部での血栓形成による一過性脳虚血発作、脳
梗塞と判断した。抗血栓療法を継続し、その後は神経症状の再燃やコイルの形状の
変化はなく経過した。術後47日目にmRS:0で自宅退院した。

【結語】脳動脈瘤塞栓術後は亜急性期にもコイルの母血管のみならず分枝へも突出
が起こり得ることを念頭に置いた経過観察が必要である。そのような場合にも適切
な抗血栓療法を行うことで虚血性合併症を回避できる可能性がある。
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DP-25-1
当施設の脳動脈瘤治療成績：年齢群別比較と高齢者治療の注意点
矢木　亮吉（やぎ りょうきち）1、平松　亮（ひらまつ りょう）1、
辻　優一郎（つじ ゆういちろう）1、木村　誠吾（きむら せいご）1、
松原　功明（まつばら よしあき）1、大西　宏之（おおにし ひろゆき）3、
池田　直廉（いけだ なおかど）1、野々口　直助（ののぐち なおすけ）1、
古瀬　元雅（ふるせ もとまさ）1、川端　信司（かわばた しんじ）1、
宮地　茂（みやち しげる）2、鰐渕　昌彦（わにぶち まさひこ）1

1大阪医科大学�脳神経外科・脳血管内治療科、2愛知医科大学�脳神経外科、
3大西脳神経外科病院

【はじめに】厚生労働省の2018年調査では、平均寿命男性81.25歳、女性87.32歳であ
り、疾患群別調査では脳血管障害が死因第3位であった。過去の報告では、脳動脈
瘤破裂率は全年齢で0.95％/年であるが、70歳以上では1.6％/年、80歳以上では3.0％
/年と加齢により破裂率が上昇している。今回、当施設における脳動脈瘤の血管内
治療成績を年齢別に検証し、高齢者に対する治療方針について検討したため報告す
る。【方法】対象は2012年4月から2018年8月までに当院にて血管内コイル塞栓術を
施行した破裂瘤42例、未破裂瘤222例とした。65歳未満を非高齢者、65歳以上を高
齢者とし、2群間における動脈瘤部位、大きさ、assist technique、中間カテーテル
の有無、翌日MRI-DWI高信号域数、アクセス困難例および治療成績を比較検討し
た。使用デバイスやaccess rootの変更を行った例をアクセス困難例とし、統計処理
はJMPを用いた。【結果】破裂瘤では退院時mRS 0-2割合が高齢者群で有意に低かっ
た。未破裂瘤では高齢者群でCO率が低く、アクセス困難例やDWI高信号域が有意
に多かった。高齢者群に限定した検討では、アクセス困難例は84歳、血栓や出血・
穿刺部合併症は80歳以上で有意に高率であるため、80-84歳以上の患者においては合
併症を考慮した術前説明や術前検討、術中操作が必要と考える。【結語】高齢者群
における破裂瘤の血管内治療成績は不良であったが、当院における未破裂瘤の治療
成績は非高齢者群と同等の成績であった。また65歳以上の高齢者群における治療は
安全かつ有用であったが、80歳以上ではアクセス困難、84歳以上では術中合併症が
有意に多いため、術前検討や術前説明、術中操作に注意が必要とである。

11033

DP-24-10
中大脳動脈末梢の破裂性感染性脳動脈瘤に対して塞栓術を行った1例
高田　麻耶（たかだ まや）1、中村　和弘（なかむら かずひろ）1、
秋本　雄（あきもと ゆう）1、小沼　邦之（おぬま くにゆき）1、
佐藤　允之（さとう まさゆき）2、松丸　祐司（まつまる ゆうじ）3、
谷中　清之（やなか きよゆき）2、小林　栄喜（こばやし えいき）1

1筑波記念病院脳神経外科、2筑波大学�医学医療系�脳神経外科、
3筑波大学�医学医療系�脳卒中予防治療学講座

【はじめに】感染性脳動脈瘤は脳動脈瘤全体の0.7-5.4%であり、感染性心内膜炎の患
者の4-9%に認められる。今回、中大脳動脈皮質枝に発生した動脈瘤に対してデバイ
スの選択を工夫し、良好な成績を得た症例を経験したので報告する。【症例】18歳
女性。発熱を繰り返し受診。感染性心内膜炎、重度僧帽弁閉鎖不全症の診断にて入
院し、MEPM+VCMにて治療中であった。スクリーニング目的の頭部MRI検査に
て右頭頂葉脳溝近傍に出血、右中大脳動脈末梢の前頭頂葉動脈に20mmの動脈瘤を
認めた。経過で動脈瘤の増大も見られ再出血防止のために塞栓術を施行。右大腿動
脈より6Fr 80cm FUBUKI guiding sheathを挿入し右ICに導入。DACとして4.2Fr 
FUBUKIをHeadway21/Traxcessを用いて右M1へ導入。さらに1.2Fr バルトマジッ
ク/0.008CHIKAIにてマイクロカテーテル先行で動脈瘤内へアプローチした。マイ
クロカテーテルより33%NBCAをslow injectionし動脈瘤内から近位→遠位母血管ま
で塞栓したところで終了とした。塞栓術後7日目には弁置換術を施行し経過良好で
ある。【考察】感染性動脈瘤は、未破裂の場合には抗生剤にて縮小や消失すること
もあるが、破裂すると50-80%以上の高い死亡率を呈する重篤な病変である。心不全
を合併する症例では弁置換術などの開心術の必要性もあり、血管内手術を先行させ
ることが多いが、末梢性に存在することが多くアプローチ方法や塞栓範囲、親血管
への対処など治療に苦慮する。本症例に関して文献的な考察を加えて報告する。
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DP-24-9
切迫破裂に伴い小脳梗塞を来した脳底動脈上小脳動脈瘤の一例
沖野　礼一（おきの れいいち）1、河野　能久（かわの よしひさ）1、
上田　泰弘（うえだ やすひろ）1

1JAとりで総合医療センター脳神経外科

【緒言】脳動脈瘤の切迫破裂の症候として頭痛や脳神経麻痺が知られているが、脳
梗塞がwarning signとなることがある。小脳梗塞を契機に発見された未破裂脳底動
脈上小脳動脈瘤（BA-SCA AN）の切迫破裂を経験したので考察を含めて報告する。

【症例】72歳女性、病前ADL自立。突然の歩行障害と構音障害を主訴に救急搬送さ
れ、来院時Glasgow Coma Scale (GCS) 13(3,4,6)、左小脳失調と右上下肢不全片麻痺
を認めた。MRIで左上小脳動脈領域の急性期脳梗塞および血栓化を伴う未破裂BA-
SCA ANを診断し保存的治療を行なった。脳動脈瘤の存在から抗血栓療法は行なわ
なかった。入院3日目に左小脳出血性梗塞と急性水頭症が出現し脳室ドレナージを
施行した。呼吸不全の進行もあり挿管人工呼吸管理を要した。入院5日目にくも膜
下出血を来して昏睡となり、緊急でコイル塞栓術を施行した。動脈瘤は完全閉塞さ
れたがGCS 6(1,1t,4)で集中治療継続中である。

【考察】未破裂脳動脈瘤は母血管支配領域の脳梗塞発症に関与することが稀にある。
瘤の形態変化に伴い、壁在血栓や母血管へ進展した血栓が末梢の脳梗塞を来すと考
えられている。また、脳動脈瘤に関連した脳梗塞が切迫破裂のwarning signである
可能性を指摘する報告もみられ、急性期の破裂リスクは30%に達するとの文献もあ
る。本例では小脳梗塞から出血性梗塞、さらに脳動脈瘤破裂を来たし、治療の方法
と時期の選択に苦慮したが、動脈瘤処置の点においてはコイル塞栓が奏功した。脳
動脈瘤の関与した脳梗塞が疑われた場合は、脳梗塞急性期治療と脳動脈瘤治療の双
方に対して慎重な検討が求められるのと同時に、脳動脈瘤に対する早急な外科的介
入が必要である。
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DP-24-8
感染性心内膜炎による塞栓性脳梗塞発症5年後に脳出血を生じた症例
内野　圭（うちの けい）1、安藤　俊平（あんどう しゅんぺい）1、
阿部　光義（あべ みつよし）1、渡邉　陽（わたなべ よう）1、寺園　明（てらぞの さやか）1、
中田　知恵（なかだ ちえ）1、渕之上　裕（ふちのうえ ゆたか）1、
桝田　博之（ますだ ひろゆき）1、近藤　康介（こんどう こうすけ）1、
原田　直幸（はらだ なおゆき）1、周郷　延雄（すごう のぶお）1

1東邦大学�医学部�医学科�脳神経外科学講座（大森）

【はじめに】感染性脳動脈瘤は全脳動脈瘤の0.7-6.5%を占めるとされている。最大の
原因は細菌性心内膜炎であり、感染性心内膜炎患者の3-6%に症候性頭蓋内動脈瘤を
認めるとされている。今回われわれは、感染性心内膜炎による塞栓性脳梗塞を生じ、
5年の経過で感染性脳動脈瘤破裂による脳室内出血を生じた症例を経験したため、文
献的考察を加えて報告する。【症例】57歳男性。5年前に感染性心内膜炎による塞栓
性脳梗塞を生じ、他院で脳MRIで経過観察されていた。突然の右上下肢麻痺、意識
障害で当院救急搬送された。頭部CTで左脳室内出血、左視床出血、急性水頭症の
所見を認めたため、直ちに脳室内血腫除去術及び脳室ドレナージ術を施行した。術
後2日目の脳血管撮影で左後大脳動脈末梢部に動脈瘤を認めたため、同日コイル塞
栓術の方針とした。Excelsior SL-10 preshaped 45°をCHIKAI 0.014 inchを用いて
末梢の動脈瘤に誘導しようと試みたが血管狭窄・蛇行が強く誘導困難であり、計6
本で母血管塞栓とした。【考察】感染性動脈瘤の好発部位は中大脳動脈が57.4%と最
も多く、末梢を含めた後大脳動脈が17.6%であると報告されている。本症例の発生
機序としては血管内膜にbacterial embolusが付着し、内膜側から血管壁を破壊来た
したと考えられる。また感染性動脈瘤は感染性心内膜炎発症後１週間程度で生じる
と言われており、本症例は末梢部のためMRAではとらえきれていなかったと思わ
れた。【結語】感染性心内膜炎による塞栓性脳梗塞発症後5年の経過で破裂した症例
を経験した。感染性心内膜炎発症時には、脳血管撮影検査などで血管評価を行うこ
とが望ましいと考えられた。
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DP-25-5
動眼神経麻痺を伴う内頚動脈後交通動脈分岐部脳動脈瘤に対するコイ
ル塞栓術の検討
岡内　正信（おかうち まさのぶ）1、藤森　健司（ふじもり たけし）1、
豊田　康則（とよた やすのり）1、川西　正彦（かわにし まさひこ）1、
三宅　啓介（みやけ けいすけ）1、田宮　隆（たみや たかし）1

1香川大学医学部脳神経外科

【目的】内頚動脈後交通動脈分岐部脳動脈瘤（IC-PC An）に伴う動眼神経麻痺は、
神経に対する直接的な圧迫が主な原因である。近年ではコイル塞栓術によってク
リッピング術と同等に動眼神経麻痺の改善が得られるとの報告が散見されるが、詳
細な検討は未だなされていない。今回我々は、動眼神経麻痺を伴ったIC-PC Anに
対してコイル塞栓術を行った症例を後方視的に分析した。

【対象・方法】動眼神経麻痺を伴ったIC-PC Anに対してコイル塞栓術を施行した23
例を対象とした。術前の動眼神経麻痺の評価は、瞳孔不動、眼球運動障害、眼瞼下
垂の3兆候全てを呈するものをComplete palsy（CP）、それ以外をPartial palsy（PP）
とし、術後に症状が完全に回復したものをTotal、わずかに症状は残存するが日常
生活に支障がない程度で固定したものをSubtotal、軽度の回復のみのものをPartial
とした。

【結果】術前の動眼神経麻痺はCP 14例・PP 9例で、動脈瘤の最大径は3～17mm（平
均9.1mm）、発症から治療までの期間は0日～12ヶ月（平均53.6日）であった。動眼
神経麻痺の回復はTotal 8例（34.8%）・Subtotal 12例（52.2%）・Partial 3例（13.0%）
で、回復までの期間は2週間～25ヶ月（平均6.6ヶ月）であった。Total + Subtotal群
とPartial群を比較すると、塞栓結果で有意差を認めた（Body Filling 5/20 vs 3/3：
p＜0.05）。

【結語】動眼神経麻痺を伴うIC-PC Anに対するコイル塞栓術にて、87%の症例で動
眼神経麻痺の十分な回復を認めた。動脈瘤の塞栓結果がNeck Remnant以上であれ
ば動眼神経麻痺の回復が良好であった。
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DP-25-4
巨大脳動脈瘤に対する母血管閉塞後の脳神経圧迫症状悪化に対するス
テロイドの有効性
大塚　崇史（おおつか たかふみ）1、中野　瑞生（なかの みずき）1、
加藤　直毅（かとう なおき）1、後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、クロップ　明日香（くろっぷ あすか）1、
塚田　哲也（つかだ てつや）1、西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、
泉　孝嗣（いずみ たかし）1

1名古屋大学脳神経外科

【背景】巨大脳動脈瘤に対する母血管閉塞やフローダイバーターによる治療後の脳
神経圧迫症状悪化に対し、ステロイドが使用されることがあるが、その有効性に関
するエビデンスはない。今回、巨大脳動脈瘤に対する母血管閉塞後の脳神経圧迫症
状悪化に対するステロイドの有効性を検証した。

【方法】当院で、2006年1月以降に、内頸動脈C2-C4部における巨大脳動脈瘤に対し、
母血管閉塞を行った症例を後ろ向きに検討した。脳神経圧迫症状を、複視、眼瞼下
垂、視野・視力障害、眼痛の4項目に関して4段階(0-3)でスコア化し、術前、術後1
週間、術後1年での推移を、ステロイド投与群・非投与群で比較した。

【結果と考察】2006年以降、巨大脳動脈瘤に対する母血管閉塞が32例で行われ、内
23例で周術期にステロイドが投与されていた。ステロイド非投与群において糖尿病
合併例が多かった(0(0%)) vs 3(33.3%), p=0.017)。術後1週間で、脳神経圧迫症状が改
善した症例は、ステロイド投与群で10例(43.5%)、非投与群で2例(28.6%)、悪化した
症例は、ステロイド投与群で5例(21.7%)、非投与群で1例(14.3%)、術後1年で、改善
した症例は、ステロイド投与群で14例(66.7%)、非投与群で4例(66.7%)、悪化した症
例は、ステロイド投与群で1例(4.8%)、非投与群では0例(0%)で、ステロイドの有意
な効果は認めなかった(p=0.095)。一方、周術期の発熱(＞38.0℃)は、ステロイド投
与群で有意に少なかった(1(4.3%) vs 7(77.8%), p＜0.001)。脳神経圧迫症状に対するス
テロイドの効果は認めなかったが、術後の発熱を抑えることにより、患者の身体的
負担軽減につながる可能性が示唆された。
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DP-25-3
眼症状を有する脳動脈瘤コイル塞栓術後の視機能予後の検討
岡田　啓（おかだ けい）1、末松　慎也（すえまつ しんや）1、
松本　淑恵（まつもと よしえ）1、畑中　良（はたなか りょう）1、
吉田　裕毅（よしだ ひろき）1、笹森　寛生（ささもり ひろき）1、
天野　達雄（あまの たつお）2、丸山　啓介（まるやま けいすけ）1、
野口　明男（のぐち あきお）1、佐藤　栄志（さとう えいし）3、
塩川　芳昭（しおかわ よしあき）1

1杏林大学医学部脳神経外科、2杏林大学医学部脳卒中科、
3水戸ブレインハートセンター脳神経血管内治療科

【背景・目的】眼症状（視神経障害、外眼筋麻痺）を有する脳動脈瘤を治療する際
に、どの治療法を選択すればよいかを示したガイドラインはない。当科では上記脳
動脈瘤に対しクリッピング術が困難な症例（脳動脈瘤の場所、高齢など）にはコイ
ル塞栓術を施行してきた。コイル塞栓術後の眼症状が、クリッピング術と異なるか
後方視的に検討した。【対象・方法】対象は2013年4月から2020年3月までに上記脳
動脈瘤に対して治療を行った連続23例を対象とした。コイル塞栓術は11例（未破裂
8例、破裂3例）、クリッピング術は12例（未破裂7例、破裂5例）であった。眼症状
が日常生活に支障ないものを良好群とし、日常生活に制限のあるものを不良群と評
価した。治療法と最終フォローアップ時点での眼症状との関連につき解析した。【結
果】脳動脈瘤の場所は内頚動脈後交通動脈瘤が18例、傍前床突起部が5例であった。
コイル塞栓術を施行した瘤径の平均は10.1(5.0-18.0)mmであり、クリッピング術を施
行した瘤径の平均は7.3(4.6-13.0)mmであった。平均フォローアップ期間はコイル塞
栓術で平均32.5(1-80)ヶ月、クリッピング術で平均26.0(2-66)ヶ月であった。術前の不
良群はコイル塞栓術で8例であり、クリッピング術で12例であった。最終フォロー
アップ時点での不良群はコイル塞栓術で5例であり、クリッピング術では0例であっ
た。コイル塞栓術はクリッピング術と比較し、最終フォローアップ時点での眼症状
の改善に乏しかった(p=0.04)。瘤径と眼症状の改善には有意差を認めなかった
(p=0.29)。【考察・結語】コイル塞栓術は脳神経を圧迫していたmass effectを直接解
除できないため、クリッピング術より視機能の改善に乏しい。

10434

DP-25-2
フローダイバーターステント留置例における出血性合併症に関する検
討
岩城　克馬（いわき かつま）1、有村　公一（ありむら こういち）1、
西村　中（にしむら あたる）1、奥田　智裕（おくだ ともひろ）1、
溝口　昌弘（みぞぐち まさひろ）1、飯原　弘二（いいはら こうじ）2

1九州大学大学院医学研究院脳神経外科、2国立循環器病研究センター病院

【目的】フローダイバーターステントによる未破裂大型脳動脈瘤治療において、遅
発性の脳内出血がしばしば問題となる。我々は、出血性合併症に着目し、当施設で
のPipeline embolization device(PED)留置症例の治療成績を検討した。【対象】2018
年1月以降、PEDを用いて治療した18例の大型未破裂内頚動脈瘤。全例治療2週間前
よりアスピリン、クロピドグレル内服を開始し、Verify Nowを用いてモニタリン
グを行った。また、従来のステントアシストコイル塞栓術（SAC）施行29例との比
較検討を行った。【結果】平均年齢67歳、男性3例。症候性動脈瘤8例(44.4%)、クリッ
ピングおよびコイル後再発瘤は1例(7.4%)であった。全例で留置成功し、コイル併用
は0例、3例(16.7%)で2本以上のPEDを使用した。6か月後の脳血管撮影フォローは
13例で施行され、Raymond-Roy class2以上の塞栓率が10例(76.9%)であった。Verify 
Nowフォローがされた14例のうち、PRU＜60に低下し、クロピドグレルの調整を
要した症例は7例(50%)であり、PED群に多い傾向であった(SAC群 15.4%)。1例(5.6%)
で遅発性脳内出血を認め、フォローアップ中のT2＊で出血性病変を認めた症例は
PED群で有意に多かった(PED群：37.5％ vs SAC群：10.3%, p=0.05)。【考察、結語】
PED群ではSAC群と比較して、フォローアップ中のT2＊陽性例が多い傾向である。
また、同じDAPTでも経過中にPED群でクロピドグレル過反応となる症例が多く、
慎重なモニタリングと調整が必要である。
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DP-25-9
脳動脈瘤コイル塞栓術におけるプリシェイプSカテーテルの有用性
関原　嘉信（せきはら よしのぶ）1、松永　越升（まつなが えっしょう）1、
松原　麻央樹（まつばら まおき）1、齋藤　雄三（さいとう ゆうぞう）1、
高田　能行（たかだ よしゆき）1、石井　則宏（いしい のりひろ）1

1医療法人社団誠馨会�新東京病院�脳神経外科

【目的】脳動脈瘤コイル塞栓術の際、母血管の近位側の走行と動脈瘤の長軸がずれ
ているいわゆる軸ずれの状態の場合、往往にしてカテーテルの位置が片側のネック
に偏ってしまい、コイルを瘤内に送り出す際にカテーテルが逸脱してしまうことが
多い。内頚動脈や脳底動脈など母血管が太い場合は、S字型にリシェイプすること
でカテ位置が安定することが多いが、母血管が細い場合は小さなS字形状をつける
ことは困難であり、当施設では専らSL-10のプリシェイプSを使用しており、同カ
テーテルの有用性を検討した。

【対象と方法】2016年1月から2020年6月の間、当科で180例の脳動脈瘤塞栓術を施行
した。そのうち、SL-10のプリシェイプSを使用した１５例が対象。年齢は38歳から
93歳で平均63.3歳、破裂６例、未破裂９例、男性６例、女性９例。使用した動脈瘤
の特徴、どのような場面で使用したかなど後方視的に検討した。

【結果】動脈瘤の部位は、前交通動脈瘤が最多で５例、中大脳動脈分岐部瘤４例、内
頚動脈ー眼動脈分岐部瘤４例、前大脳動脈水平部に発生したものが２例、後下小脳
脳動脈瘤１例であった。軸ずれと判断して最初からプリシェイプSを使用したもの
が８例、そのうち対象動脈瘤まで誘導できなかったものが１例、瘤内の適切な位置
に誘導できず他のカテーテルに変更したものが１例あった。他のカテーテルから変
更したものが６例あり、全例瘤内に誘導できた。カテーテルの動きの自由度は少な
いものの、瘤内で安定し良好に塞栓できた。

【結論】軸ずれの位置関係にある動脈瘤の塞栓術に、本カテーテルは有用であると
考えられた。
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DP-25-8
脳動脈瘤コイル塞栓術におけるコイル特性を生かした塞栓術
佐藤　邦智（さとう くにとも）1、荒川　秀樹（あらかわ ひでき）1、
橋本　啓太（はしもと けいた）1、松本　賢芳（まつもと まさよし）1、
磯島　晃（いそしま あきら）1、村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1大森赤十字病院脳神経外科、2東京慈恵会医科大学脳神経外科

【背景】不整形瘤の塞栓術などにおいては、ステントを併用せざるを得ない状況も
多いが、neckを保持し全体をカバーしたフレーミングに加え、カテーテルコント
ロールによりその後の瘤内での安定したfillingを行うことで、ステントを用いずと
も十分な塞栓率を得ることができる症例も多い。その達成のためには、カテーテル
コントロールに加えて特性に応じたコイル選択が重要となる。我々の施設では、
double catheter techniqueを用いる事が多く、Target coilをfirst choiceとして使用
していた。最近、filling coilとしてAxium Primeを積極的に選択することにより、
良好な結果を得ているため、使用前の症例と比較し検討した。【方法・結果】当院
で2018年12月～2020年6月にコイル塞栓術を施行した脳動脈瘤31例（Axium Prime
併用16例、Target coil 単独15例）に対し、体積塞栓率（VER）を比較した。VER
平均はそれぞれ33.5%、28.5%と有意差を認めた。【【考察】コイルの特性は、形状や
硬さ以外に、コイルそのものや接合部のデザインにより多様である。Axium Prime 
Helixは、誘導中も瘤内でのカテーテル先端位置を比較的安定させると共に、junction
の構造上終盤でのカテーテルのkickbackが少なく、塞栓率向上において有用であ
る。一方不整形瘤などにおいては、Target 360 コイルを用いることにで、カテーテ
ルコントロールと併せて、より能動的にカテーテル先端を移動させることが可能で
あり、compartment形成を防ぐことも可能である。これら2種類のコイルを組み合
わせることで、fillingによる塞栓率向上を図ることができると考えた。また今回
Axium Primeの併用により、有意にVERを向上させられる事が確認された。
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DP-25-7
症候性内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対するstaged coil 
embolizationの有効性
阿河　祐二（あがわ ゆうじ）1、波多野　武人（はたの たけと）1、
千原　英夫（ちはら ひでお）1、小倉　健紀（おぐら たけのり）1、
北村　泰佑（きたむら たいすけ）1、友寄　龍太（ともよせ りゅうた）1、
阪本　宏樹（さかもと ひろき）1、辻本　吉孝（つじもと よしたか）1、
永田　泉（ながた いずみ）1

1小倉記念病院

【はじめに】内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤によって発症した動眼神経麻痺の回
復についてはコイル塞栓術よりクリッピング術のほうが予後良好であるという報告
が散見される。当院では症候性内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対してstaged 
coil embolizationを行っており、治療成績を後方視的に検討した。【対象】2016年4
月から2020年5月までの間に症候性内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤と診断し治療
を行ったのは12例であった。コイル塞栓術を行った全11例で初回治療時は動眼神経
への圧迫が解除されるようにtight packingを避けた塞栓を行い、再発の有無を慎重
に経過観察した。大動脈解離による総頚動脈解離の既往があった1例のみクリッピ
ング術を行った。【結果】動眼神経麻痺は全例で改善を認め、コイル塞栓術を行っ
た11例中9例（81.8%）で完全回復し残りの2例でもわずかな複視が残存するのみで
あった。7例（63.6%）で画像検査上の再発を認めたが再治療を要したのは4例（36.3%）
であった。再治療を行った3例はステントアシストコイル塞栓術を行い1例はクリッ
ピング術を行った。再発を認めた中に動眼神経麻痺が再燃した症例はなかった。【考
察】意図的に初回治療でtight packingを避けるstaged coil embolizationは動眼神経
麻痺の回復に対して有効な可能性がある。再治療を要する場合も多く慎重な経過観
察が必要だが、適切に治療を行えば動眼神経麻痺の再発は防げる可能性も示唆され
た。
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DP-25-6
脳神経障害を発症した脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
福井　伸行（ふくい のぶゆき）1、今村　博敏（いまむら ひろとし）1、
後藤　正憲（ごとう まさのり）1、福光　龍（ふくみつ りゅう）1、
春原　匡（すのはら ただし）1、松本　調（まつもと しらべ）1、
大村　佳大（おおむら よしひろ）1、秋山　智明（あきやま ともあき）1、
福田　竜丸（ふくだ たつまる）1、呉　浩一（ご こういち）1、坂井　千秋（さかい ちあき）1、
坂井　信幸（さかい のぶゆき）1

1神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

【背景】脳動脈瘤の増大に伴う脳神経障害の急激な出現は切迫破裂として経験する
ことが多い。これまでの報告において、開頭クリッピング術がコイル塞栓術と比べ
て機能改善において優れているとされている。当院では破裂脳動脈瘤に対して、治
療可能であれば脳血管内手術を基本的に選択している。

【方法】当院における脳神経障害の発症を伴った脳動脈瘤について後方視的検討を
行う。

【対象と結果】2004年から2019年に当院で治療・経過観察を行った脳神経障害の発
症を伴った脳動脈瘤を対象とした。脳動脈瘤コイル塞栓術を行った症例が34例、開
頭クリッピング術を行った症例が10例であった。コイル塞栓術例では一過性の症状
が5例、症状完全消失が8例、部分改善が9例、12例は症状残存を認めた。これらの
症例について、罹患期間や術式、動脈瘤の性状などに基づき検討を行う。
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DP-26-2
前脈絡叢動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
若井　卓馬（わかい たくま）1、金丸　和也（かねまる かずや）1、
吉岡　秀幸（よしおか ひでゆき）1、木内　博之（きのうち ひろゆき）1

1山梨大学脳神経外科

【はじめに】前脈絡叢動脈瘤（AChAN）に対するコイル塞栓術では前脈絡叢動脈
（AChA）領域の虚血性合併症の危険が高く、その温存のために動脈瘤頚部を残存
せざるを得ないことも多い。そこで今回、本疾患に対するコイル塞栓術の治療成績
と長期予後を検討したので報告する。【対象】2012－20年にコイル塞栓術を施行し
たAChAN８例（男２、平均62.6歳）を対象とした。治療半年後にDSAをその後は
1年おきにMRI,Aによる経過観察を行った。【結果】全例が未破裂脳動脈瘤（1例は
破裂前交通動脈瘤に併発）であった。術前抗血小板療法はSAPTが３例、DAPTが
５例で、術後は2か月間SAPTを継続した。動脈瘤の平均サイズは6.6mmで、AChA
は全例で動脈瘤頚部から分岐しており、塞栓術はこの部位にコイルが挿入されない
よう注意して行った。1例で意図せずAChA起始部付近にコイルが留置されAChA
が閉塞したため、直ちにウロキナーゼ、オザグレルNaの動注療法、抗血小板剤の
ローディングを行い再開通を得た。３例はneck remnant（NR）で５例はbody 
filling(BF)で治療を終了した。術翌日のMRIにて4例でDWI高信号を認めたが、
AChA領域には虚血変化を認めなかった。症候性虚血を含めた周術期合併症は全例
認めなかった。平均39.7か月の追跡で、1例はBFがNRへと縮小し、2例でBFの増
大を認めたものの再治療を要する症例は無かった。【考察と結語】AChAの温存の
ため、全例で動脈瘤の完全閉塞は得られなかったが、再治療を要した例はなく完全
閉塞を目指さなくても一定の予防効果は得られていると考えられた。AChANのコ
イル塞栓術では、AChAの起始部を余裕をもって残存させることが重要であり、そ
の後は注意深い経過観察が必要となる。
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DP-26-1
左鎖骨下動脈狭窄と左twig-like MCAが併存した破裂右椎骨動脈瘤
に対する塞栓術の一例
冨田　栄幸（とみた ひでゆき）1、柴尾　俊輔（しばお しゅんすけ）1、
野川　博嗣（のがわ ひろつぐ）1,2

1足利赤十字病院�脳神経外科、2済生会宇都宮病院�脳神経外科

【症例】92歳女性。突然の頭痛で発症し、くも膜下出血(H-K Gr1)の診断となった。
脳血管撮影で左twig-like MCA(以下、tMCA)、左鎖骨下動脈狭窄、小型右椎骨動脈
瘤(Φ3mm、V4 segment、腹外側でPICA分岐と無関係)を認めた。当初、tMCAの
脆弱血管破綻による出血と考え保存的加療としたが、DAY6に再出血発作あり(H-K 
Gr3)。脳血管撮影で右椎骨動脈瘤にbleb様の変化が出たため破裂瘤と判断し塞栓術
施行した。術後は、経過良好で約1.5ヶ月で独歩退院した。【考察】tMCAは中大脳
動脈のvariationの一つであり、胎生期の網目状血管構造が残存し、水平部の主幹構
造が形成されないものである。出血発症が多く、特に網目状血管の破綻や、その内
部に合併した動脈瘤の破裂によるくも膜下出血も見られる。逆に、網目状血管の不
十分な血流から虚血症状を呈する場合もある。一方、鎖骨下動脈狭窄は左側に多く、
狭窄が高度になると右椎骨動脈からの盗血現象が発生することは良く知られている。
本症例では、左後交通動脈が低形成であることに加えtMCAが存在し、左大脳への
供血は主に右椎骨動脈を介する左後大脳動脈に依存し、更には左鎖骨下動脈狭窄に
よる盗血現象が併存したことで、右椎骨動脈に相応の血行力学的負荷を生じて動脈
瘤の発生と破裂に寄与したと考えられた。また、解離性動脈瘤の可能性も除外でき
なかったが、右椎骨動脈の血行支配依存度が高く、母血管閉塞は不可と考えられ、
急性期であったがステント併用で母血管温存の瘤内塞栓となり、血管構築の特殊性
が治療方針の決定にも影響した。
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DP-25-11
破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術におけるTarget XL coilの効果
について
山崎　友郷（やまざき ともさと）1、加藤　徳之（かとう のりゆき）1、
阿久津　善光（あくつ よしみつ）1、丸山　沙彩（まるやま さあや）1、
安田　貢（やすだ すすむ）1

1独立行政法人国立病院機構水戸医療センター脳神経外科�

【目的】脳動脈瘤コイル塞栓術においては、術後の再発率を抑えるため高いvolume 
embolization ratio(VER)を得ることが重要である。Target XLはコイル素線径を大
きくすることにより高いVERを得る一方、柔軟性を合わせもつ特徴を有しており、
一定以上のサイズの脳動脈瘤治療で有用と考えられる。当院において破裂脳動脈瘤
に対してコイル塞栓術を施行した症例で、XL使用群と非使用群とに分け、その効
果と有用性を比較検討した。

【方法】2013年4月から2019年12月までに当院で破裂瘤に対して瘤内コイル塞栓術を
施行した148例のうち、4mm以上の径を有する99例を対象とした。XL使用群(XL
群)は18例で非使用群（non XL群）は81例であった。術直後のVER、塞栓術に関わ
る合併症、再塞栓を有するほどの再発率を2群間で比較した。2群間の平均の瘤サイ
ズはXL群9.1mmに対してnon XL群5.3mmと有意差をもってXL群が大きいため、
4-10mmと10mm以上とに分け層別に解析を行った。

【成績】平均のVERの比較では、瘤計が4mm以上10mm未満では、XL群が25.5%で
non XL群が22.8%であり、統計的有意差には至らないものの、XL群で高値を示し
た。瘤径が10mm以上では、XL群が20.0%でnon XL群が15.7%とさらに2群間の差
異が大きくなった。合併症（症候性）の比較では、XL群は合併症を認めず、non 
XL群では虚血性5例、術中破裂1例の合計6例（7.4%）であった。6か月以上のfollow-
upが出来た症例の比較では、治療を要するほどの再発を認めた症例はXL群で7例
中1例（14.2%)、non XL群で40例中4例（10%）であった。

【結論】従来のコイルに比べて、XLの使用により高いVERを示し、安全性も示さ
れた。今後、さらなる症例の蓄積とfollow-upが必要である。
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DP-25-10
動脈瘤塞栓術におけるi-EDコイルの有用性
丸山　史晃（まるやま ふみあき）1、石橋　敏寛（いしばし としひろ）1、
蠣崎　昭太（かきざき しょうた）1、長山　剛太（ながやま ごうた）1、
菅　一成（かん いっせい）1、加藤　直樹（かとう なおき）1、
児玉　智信（こだま とものぶ）1、村山　雄一（むらやま ゆういち）1

1東京慈恵会医科大学脳神経外科

【目的】動脈瘤コイル塞栓術(CE)においてVolume Embolization Ratio (VER)と再発
率は相関しており、より高いVERを達成すべくデバイス技術開発がされている。今
回新たに開発されたi-EDコイル(Kaneka)をFilling, Finishingとして使用し治療を行
なったCEの有用性について報告する。【対象、方法】2020年1月から7月まで治療し
たCE症例のうち再発例、動脈瘤サイズが10mm以上の症例を除外した60瘤を対象
とした。留置したコイルの全長の20%以上にi-EDコイルを使用した症例をi-ED coil
群と定義し20%未満の症例を non i-ED coil群とした。以上からi-ED群24瘤（40%）、
non i-ED群36瘤（60%）と分類した。【結果】i-ED群24例24瘤の平均年齢は57.8歳で
女性が22例（91.7%）であった。動脈瘤の平均サイズは5.5mm、ネックは4.5mmで
部位の内訳はICA:10例、IC-Pcom:6例、Acom:5例、BA-top:2例、MCA:1例であった。
手技の内訳はsimple technique:2例、balloon assist technique:4例、double catheter 
technique:6例、stent assist technique:12例であった。平均VERはnon i-ED群に対
してi-ED群で有意に高かった（30.2% vs 26.0%, p＝0.015）。手技的合併症及び機器
不具合は認めなかった。【考察】高いVERを達成するためには良好なFraming形成
と同時にFilling, Finishingで詰め残しをしない事が重要である。i-EDコイルはス
ペック上最も柔軟なコイルとされており、臨床上カテーテルのkick backやsnaking
が少なく安定したコイル留置が可能であった。【結語】10mm未満の小型中型動脈
瘤のおけるCEに対しi-EDコイルを使用して良好なVERを達成し得た。今後のフォ
ローアップが必要である。
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DP-26-6
テント上遠位部破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術の有用性
鈴木　雅規（すずき まさのり）1、古川　哲也（ふるかわ てつや）1、
和田　裕美（わだ ゆみ）1、立山　幸次郎（たてやま こうじろう）2、
白銀　一貴（しろがね かずたか）4、藤木　悠（ふじき ゆう）5、
能中　陽平（のうなか ようへい）3、小南　修史（こみなみ しゅうし）3、
足立　好司（あだち こうじ）2、森田　明夫（もりた あきお）6

1平成立石病院�脳神経外科、2日本医科大学武蔵小杉病院�脳神経外科、
3日本医科大学千葉北総病院�脳神経センター、
4日本医科大学多摩永山病院�脳神経外科、5川口市立医療センター�救命救急センター、
6日本医科大学�脳神経外科

（はじめに）遠位脳動脈瘤に対する開頭手術は近年のnavigation systemの普及や手
技の発展に伴い、良好な成績の報告を認めるようになったが、標的病変を術中撮影
により逐一確認できるという点で血管内手術は有利である。今回、我々は瘤内塞栓
術及び母血管閉塞術を行ったテント上遠位部破裂脳動脈瘤症例におけるその有効性
を検討した。（対象及び方法）症例は2007年より2020年に当院及び関連施設におい
て塞栓術を行った12症例を対象とした。遠位部の定義として、前大脳動脈A2A3 
junction、後大脳動脈M2M3 junction、後大脳動脈P2P3 junctionを含む以遠とし
た。手術方針としては、全例全身麻酔下に施行し、dome/neck ratioが1以上であ
A2A3,M2M3,P2P3病変に関しては瘤内塞栓術を行い、同分岐部以遠もしくは基準を
満たさない症例に関しては母血管閉塞を施行した。（結果）８症例に母血管閉塞術、
4症例に瘤内塞栓術を施行した。母血管閉塞術に用いた塞栓物質として6症例は
NBCAを、2症例はコイルを用いた。母血管閉塞術を施行した2症例で手技に関与し
た虚血性合併症を認めた。（結論）テント上遠位部破裂脳動脈瘤に対する脳血管内
手術は症例の選択により、一定の治療効果を有する。遠位部脳動脈瘤への瘤内塞栓
術及び母血管閉塞、両方の手技に共通してmicrocatheterの誘導及びそのコントロー
ルが重要である。近年の脳血管内手術においてintermediate catheterが多く用いら
れているが、遠位部脳動脈瘤に対してはその使用によりカテーテル長が足りない場
面もあり、注意を要する。母血管閉塞術後の虚血性合併症に関しては塞栓術の完成
度にかかわらず、ある一定の確率で発生すると考えられ更なる検討が必要である。
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DP-26-5
甲状腺癌治療に合併した巨大頸部内頚動脈瘤に対する脳神経血管内手
術の一例
大脇　久敬（おおわき ひさゆき）1、山下　耕助（やました こうすけ）3、
戸梶　晋吾（とかじ しんご）2、大西　健（おおにし たけし）1

1社会医療法人誠光会草津総合病院脳神経センター脳神経外科、
2社会医療法人誠光会草津総合病院放射線科、
3医療法人啓信会京都きづ川病院脳卒中・神経疾患センター脳神経外科

【背景と目的】脳神経血管内治療の専門医取得･前後は頸動脈ｽﾃﾝﾄ留置や通常の脳動
脈瘤塞栓,等の症例で手一杯で在ったが,指導医と為る頃より,耳鼻咽喉科･域の悪性
腫瘍や形成外科･域の血管腫,眼科･域の動静脈急性閉塞症,等の治療も依頼される
様に為り,併行して経頸静脈中心静脈確保･後の頸部頸動脈瘤･例,等も経験.今回,
甲状腺癌に纏わる,巨大頸部内頸動脈瘤の治療も経験したので報告する.【対象と方
法】約2年前,気管浸潤を伴う甲状腺癌で難治性と判断された,85歳/女性で,御紹介
先の療養型病院へ転勤された,元･当院/心臓外科医～当院/頭頸部外科に根治的手
術の可能性に付き御照会.当該/頸部内頸動脈瘤を伴う為,全身麻酔･管理中の安全
性に付き,小職･宛に対診.術中･緊急事態発生の際,対応し得るべく頭頸部血管造影
検査を経て,件の手術を敢行後,地元の病院へ転医.併し追跡中に瘤増大～破裂を危惧
され,昨年,当科へ再紹介.家人･熱望も在り頸部形成用ｽﾃﾝﾄ留置併用での血管内手術
を施行.【結果と考察】追行のDSAでは,瘤拡大のみ為らず母血管の屈曲蛇行が進
行 . 当 初 ,Covered STENT で の 根 治 を 企 図 も ,Device の 通 過 は 許 よ り ,Guiding 
Catheter自体の到達も困難で,一時,総頚動脈直接穿刺の治療を検討も,幸い,Stent-
Retriever流用にて,System-Upに成功.整流を主眼の姑息的治療に留めたが,翌朝の
＜MRA＞でParent Arteryの血流改善を認め,追跡＜画像＞検査でも嚢内血栓化～
次第に瘤径の縮小も得て居る.【結語】本例に関しての客観的な血行力学的評価には
至って居ないが,小径の瘤や解離性の瘤とは異なり,逆に大径で,嚢内血流が必ずしも
速く無い症例では,Flow-Diversionのみでも一定の破裂抑止効果が期待出来る可能性
が示唆された.
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DP-26-4
繰り返す脳梗塞の原因となった頸部頸動脈未破裂動脈瘤に対してコイ
ル塞栓術を施行した一例
熊川　貴大（くまがわ たかひろ）1、神谷　光樹（かみや こうき）1、
根岸　弘（ねぎし ひろし）1、須磨　健（すま たけし）1、吉野　篤緒（よしの あつお）1

1日本大学医学部脳神経外科

はじめに：頸部頸動脈瘤は頻度が少なく、外傷性，内頚動脈内膜剥離術後、感染性
やアテローム動脈硬化などが原因とされている。特発性の頸部頚動脈瘤を認め、同
側の脳梗塞を繰り返し発生したため血管内治療を行なった症例を経験したので報告
する。症例：74歳女性。68、71歳時に左片麻痺を主訴とする右中大脳動脈領域の脳
梗塞を計4回起こし、他院で内科的治療が行われた。4回とも中大脳動脈（MCA） M2 
intermediate trunkの閉塞を認め、最初の3回は内科的治療で再開通を認めていた。
頸動脈超音波検査及び頸動脈3DCTAで右総頸-内頸動脈の移行部に径8mmの動脈
瘤を認め、当院へ紹介された。動脈瘤はMRAでは描出されず、超音波検査では動
脈瘤内に乱流や高輝度の可動性病変が見られた。心房細動などは認めず、脳梗塞の
原因は動脈瘤内に生じた血栓と考えられた。治療待機中に再び左片麻痺が出現し救
急搬送され、右MCA M1での閉塞を認めた。以前に開通していたsuperior及び
inferior trunkも閉塞していたため、緊急で機械的血栓回収療法を施行し、TICI 3の
再開通が得られ症状も改善した。脳梗塞急性期の治療後に頸動脈瘤に対して動脈瘤
内の血栓による遠位塞栓を防止するためにproximal & distal balloon protectionを
行いながら頸動脈用ステント（Carotid Wall Stent）を併用しコイル塞栓術を施行
した。血管内治療後は脳梗塞の再発は認めず、modified Rankin Scale 2で退院した。
結語：頸動脈エコーで瘤内の乱流や血栓があり、他に脳梗塞の原因と思われる疾患
のない頸部頸動脈瘤症例は早期に外科的治療を行う必要があると考えられた。
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DP-26-3
前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対する血管内治療と虚血性合併症の検
討
弘田　祐己（ひろた ゆうき）1、二村　元（ふたむら げん）1、
大西　恭子（おおにし きょうこ）1、平松　亮（ひらまつ りょう）2、
大西　宏之（おおにし ひろゆき）3

1第一東和会病院脳神経外科、2大阪医科大学附属病院脳神経外科・脳血管内治療科、
3大西脳神経外科病院脳神経外科

【はじめに】内頚動脈-前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤（internal carotid artery-anterior 
choroidal artery aneurysm : IC-AchA AN）は稀であるが、小型瘤でも比較的若年
層で破裂することが知られている。そのため治療を検討する症例にしばしば遭遇す
るが、AchAの灌流域の特徴から手術による虚血性合併症が問題となる。今回我々
はIC-AchA ANに対して行った血管内治療と虚血性合併症について検討したため報
告する。【方法】2014-2020年に当施設で血管内治療を行ったIC-Ach A An連続7症
例（未破裂5例、破裂2例）を対象とした。未破裂症例は1例を除き術前に抗血小板
薬を2剤服用下で手術を行った。【結果】治療後AchA灌流域に梗塞が出現したもの
は未破裂症例で1例認めたが、幸い症状は軽度であり現在独歩で外来通院されてい
る。その他は手術に関連する虚血性合併症は認めなかった。【考察】IC-AchA AN
の治療に際してはAchAの温存が問題となるが、血管内治療によるコイル塞栓術は
開頭クリッピング術に比べ虚血合併症率は低いといわれている。術前・術中に抗血
栓薬が使用できる点や、手術時に問題となるAchAの開通性が、コイル塞栓時は血
管撮影で確認できる点が大きく関与していると思われるが、血流遮断が一時的で
あったとしても虚血合併症を来す可能性がある。我々の症例でも血流低下が一時的
であったにも関わらず、その後梗塞が生じた。AchAの分岐部が十分確認できる
Working angleを設定し、適宜adjunctive techniqueを用いてAchA起始部の温存
を心掛け、Coil充填時毎にAchAの開通性の確認を行うことが、安全に血管内治療
を行う上で重要と思われた。
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DP-26-10
ACA A1部に関連した脳動脈瘤
湧田　尚樹（わくた なおき）1、岩朝　光利（いわあさ みつとし）1、
福本　博順（ふくもと ひろのり）2、福田　健治（ふくだ けんじ）2、
東　登志夫（ひがし としお）3、井上　亨（いのうえ とおる）2

1福岡大学病院�救命救急センター、2福岡大学医学部�脳神経外科、
3福岡大学筑紫病院�脳神経外科

【はじめに】IC top aneurysmの多くはACA A1部に騎乗しているが、ACA A1部の
途中から発生する嚢状脳動脈瘤は比較的稀である。当施設での血管内治療症例をも
とに、その特徴と治療成績を検討する。【対象】2009年より2019年の間に、上記脳
動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した8患者9例（同期間の全脳動脈瘤治療例の0.9%）。

【結果】性差は男性5名、女性3名。平均年齢51.2歳。動脈瘤はACA A1部の中枢側
1/3より8例が、末梢側1/3より1例が発生していた。母血管に窓形成を伴うものはな
かった。全例が後方、後上方もしくは上向きの動脈瘤で、2例でneck部に穿通枝を
認めた。動脈瘤のdome最大径、height、neckのそれぞれの平均は4.12mm、3.71mm、
2.64mmであり、aspect ratioは1例を除き1.17－1.68と比較的低値であった。2例が破
裂瘤であり、未破裂動脈瘤のうち2例は治療前に増大傾向を認めた。塞栓率は11.0－
25.7%。塞栓術直後の所見としてCO 1例、NR 5例、BF 3例であり、術後のフォロー
で3例が新たにCOとなった。術後の穿通枝梗塞を来した症例は無く、再発および再
治療を要した症例もなかった。【結論】ACA A1部の途中から発生する嚢状脳動脈
瘤は後方に突出するものが多く、3次元的な蛇行を越えてアプローチする必要性が
ある。また、aspect ratioも低くマイクロカテーテルが不安定になりやすい特徴が
あると思われた。一方で5mm以下の小動脈瘤が多く、塞栓後の経過は良好であっ
た。
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DP-26-9
後大脳動脈瘤に対する血管内治療
糸川　博（いとかわ ひろし）1、村松　広行（むらまつ ひろゆき）1

1牧田総合病院脳神経外科

【はじめに】後大脳動脈に生じる動脈瘤(PCA AN)は比較的少なく、十分な治療経験
を得ることが難しい動脈瘤の一つである。また、対象となる母血管径が小さく、重
要な穿通枝も存在することから、治療方法やディバイス選択などの判断に苦慮する
ことも少なくない。今回、これまでに経験したPCA ANの治療についてまとめたの
で報告する。【対象・方法】対象はPCAのP1部以遠に存在した動脈瘤10例（男性3
例、女性7例、平均年齢46才）。8例がSAHで発症し、2例が未破裂症例であった。動
脈瘤はP1部が1例、P2部が4例、P2-3部が2例、P3-4部が2例で、嚢状が5例、紡錘状
が4例、解離が1例であった。動脈瘤サイズは2mmから28mmであった。各々の治療
方法や経過について検討した。【結果】P1あるいはP2部に存在した小型の嚢状動脈
瘤については、比較的広頚のものでも良好な塞栓が得られた。しかしながら、P2-3
以降に存在した広径の動脈瘤については、ステント併用やdouble catheter法などで
母血管を温存させた場合に、初期の破裂予防効果は得られたものの、短期間で再増
大を来して最終的に母血管閉塞を行った。母血管閉塞を追加した1例で穿通枝梗塞
を生じた。解離症例については膨隆部にコイルを留置した上でステントを用いて母
血管を温存し経過は良好であった。【結語】破裂急性期には十分な術前検討を行う
ことが難しく極力母血管を保つ治療を選択したが、長期的な治療効果は十分とはい
えず、広頚で大型の動脈瘤では初回から根治的な母血管閉塞を考慮する必要もある
と思われた。また母血管閉塞では血管撮影上穿通枝を温存しても梗塞が生じること
があるため、閉塞部位や術後管理方法についても検討の余地が残ると考えられた。

10393

DP-26-8
脳動静脈シャントを伴う静脈性血管腫に合併した破裂後大脳動脈遠位
部(P4)動脈瘤の1例
橋場　康弘（はしば やすひろ）1、齋藤　貴寛（さいとう たかひろ）1、
曲澤　聡（まがりさわ さとし）1、宮本　直子（みやもと なおこ）2、
内藤　功（ないとう いさお）2

1桐生厚生総合病院脳神経外科、2老年病研究所附属病院脳神経外科

【緒言】後大脳動脈瘤は稀で、その多くはP1、P2 segmentに発生すると言われてい
る。今回我々は、破裂後大脳動脈遠位部（P4 segment）動脈瘤を経験し、コイルに
より動脈瘤を含めた母動脈塞栓術を行ったので報告する。

【症例】46歳男性、頭痛、意識障害にて救急搬入。右後頭葉に脳内血腫、脳室内出
血を伴うくも膜下出血を認めた。CTAにて右後大脳動脈末梢に動脈瘤あり、入院
同日塞栓術を施行した。

【塞栓術】全身麻酔下に6Fr guidingを椎骨動脈に留置、3.2Fr TacticsをDACとし
てHeadway Duoを右後大脳動脈末梢に導いた。数珠状に動脈瘤が存在し、解離性
動脈瘤と考えられたため、母動脈塞栓を行うこととした。柔らかいTarget coilを選
択し塞栓を始めたが、瘤外に逸脱しextravasationをきたした。急いで塞栓を進め、
動脈瘤近位の母動脈まで計8本で詰め戻り止血した。

【経過】術直後のCTで脳室内血腫の増量、水頭症増悪あり、引き続き穿頭脳室ドレ
ナージを追加した。術翌日には意識障害改善傾向となった。1週後の脳血管撮影で
動脈瘤の消失を確認した。また動脈瘤近傍に右前大脳動脈末梢から栄養されガレン
大静脈に流入する脳動静脈シャントを伴う静脈性血管腫を認めた。

【考察・結語】後大脳動脈遠位P4部の動脈瘤は全脳動脈瘤の0.05%以下と非常に稀
で、血管内治療を行った報告もわずかである。本症例は解離性と思われ、壁の脆弱
性のためか容易に術中破裂したが、母動脈塞栓で結果的には理想的な塞栓が得られ
た。液体塞栓物質を用いた報告もあるが、末梢塞栓の危険性をはらむ。また、近傍
に脳動静脈シャントを伴う静脈性血管腫が存在し、動脈瘤発生に関して興味深い所
見と思われた。

10384

DP-26-7
後大脳動脈瘤に対する脳血管内治療
橋本　彩（はしもと あや）1、廣畑　優（ひろはた まさる）1、
藤村　直子（ふじむら なおこ）2、竹内　靖治（たけうち やすはる）1、
山下　伸（やました しん）3、折戸　公彦（おりと きみひこ）1、
中村　普彦（なかむら ゆきひこ）4、梶原　壮翔（かじはら そうしょう）1、
大久保　卓（おおくぼ たく）1、森岡　基浩（もりおか もとひろ）1

1久留米大学医学部脳神経外科、2済生会二日市病院脳神経外科、
3大牟田市立病院�脳神経外科、4済生会福岡病院�脳神経外科

【目的】後大脳動脈に発生する動脈瘤(PCA AN)は比較的まれであるが,解剖学的な
位置関係よりほとんどの症例は血管内治療(IVR)が選択される。今回PCA ANに対
してIVR治療を行った連続30症例の検討よりその有用性と問題点を検討した。【方
法】2000-2019に経験したPCA AN 連続30例(F:M=20:10, Age: 20 -90 mean 61.7）を
対象とし、術前の臨床所見、放射線学的所見、術式、周術期合併症、臨床および放
射線学的な経過などについて検討した。【成績】臨床所見は破裂急性期例17例(Hunt 
& Hess Grade, II:3, III:8, IV:3, V:3)、未破裂13例、瘤の存在部位はP2:26, P3:4例、neck 
sizeは1.2-9 (mean:3.61)mm, domeの最大径は1.3-33 (mean 8,3)mmであった。術式は
瘤内塞栓(CE)を27例、ネック部分でPCAの閉塞(Trap)を3例で選択した。adjunctive 
technique として double catheter を６例、balloon neck remodeling を6例、stent 
assistを３例で使用した。術中合併症として術中破裂を1例で経験した。またTrap
を選択した3例中2例で術後に側頭葉の梗塞を来たし永続的な半盲を合併した。退院
時転帰は破裂例は(GR:9, MD:2, SD:2, VS:1, Dead;2) 未破裂例はmRS 0:12, 3: 1であっ
た。また経過観察中に１例で瘤の再破裂、１例でネック部分でPCAの閉塞による
視床症梗塞をみとめた。【結論】PCAの動脈瘤に対するIVRは安全で破裂、再破裂
の予防に有用な治療である。PCA　ANに関しては比較的比較的側副血行が発達し
ているためtrapが可能である場合が多いとも報告されているが自験例では4例中3例
で側頭葉、視床の梗塞を合併しておりPCAを温存する最大限の努力が必要である
と考える。
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DP-27-1
simple techniqueで未破裂脳動脈瘤血管内治療後に遅発性脳梗塞を
きたした症例
角藤　律（かくとう りつ）1、青木　建（あおき けん）1、本間　彩加（ほんま あやか）1、
渡邊　充祥（わたなべ みつよし）1、長島　弘泰（ながしま ひろやす）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1東京慈恵会医科大学葛飾医療センター、2東京慈恵会医科大学

【緒言】脳血管内治療後、DWIによる高信号は61.7-81.1%,症候性は7.2%と報告され
ている。概ね術後48時間以内のMRIで指摘されたとの報告である。ステントを使用
した症例では遅発性脳梗塞をきたした症例報告が散見されるが、コイル塞栓のみの
場合は稀である。
今回我々は、simple techniqueで治療後25日で、遅発性脳梗塞をきたした症例を経
験したので報告する。

【症例】65歳男性。未破裂椎骨動脈後下小脳動脈分岐部瘤に対してsimple catheter 
techniqueでTarget coilを用いてコイル塞栓術を施行した。術後24時間のMRIで
DWIによる高信号は認めなかった。経過良好でタケルダ内服継続したまま、術後4
日にmRS0で自宅退院した。
術後25日で突然のめまいと右小脳症状出現し、救急搬送となった。MRI/Aでは右
後下小脳動脈が描出不良で、同血管領域の急性期脳梗塞を認めた。脳血管撮影では、
コイルのneck側にわずかな形状変化を認めた。右後下小脳動脈は描出不良であっ
た。DAPT内服、スロンノン点滴、リハビリテーションを施行し、症状改善傾向と
なった。
軽度の右小脳症状を後遺したが、再入院後第28病日にmRS1で独歩退院した。

【考察】極端なコイルのmigrationはなかったものの、コイルのneck側にわずかな
形状変化により血栓が付着したと考えられる。また、本症例では後下小脳動脈起始
部に狭窄あり、血流低下に寄与したと思われる。

【結語】稀であるsimple techniqueで脳動脈瘤血管内治療後に遅発性脳梗塞をきた
した症例を経験した。文献的考察を加えて報告する。

10197

DP-26-13
重複中大脳動脈瘤に対する血管内治療の成績
杉山　夏来（すぎやま なつき）1,2、大石　英則（おおいし ひでのり）2

1越谷市立病院�脳神経外科、2順天堂大学医学部附属順天堂医院�脳神経外科

【緒言】重複中大動脈起始部の動脈瘤(DMCA)は稀であり、血管内治療の報告は少
ない。今回、我々が経験した5例の形態と血管内治療の長期治療成績について報告
する。【症例】2003年から2018年にかけて5例のDMCAに対してコイル塞栓術をお
こなった。男2例、女3例で平均年齢68歳(range 48-89歳)、全員に高血圧の病歴があ
り。2例がSAHで発症し、3例が偶発的に発見されたものであった。動脈瘤の平均
サイズは、dome width 5.3mm(range 2.5-12.3)、dome height 4.5(range 2.3-9.9)、neck 
3.6(range 2.0-8.0)で、全て不整形であった。初回治療として3例がBalloon併用、1例
がNeck bridging stent併用で治療した。coil compactionをきたした大型瘤1例に対
して追加塞栓後にFlow-diverterで再治療した。それらの重複中大脳動脈の径は平
均1.4mm(range 1.0-1.5)であり、follow up時も全て温存されていた。平均VERは39%
以上を達成したが、再発2例あり、最終塞栓状況はNRが2例、BFが3例であった。
治療に起因する合併症として3例に前頭葉の無症候性梗塞を認めた。【考察・結語】
重複中大脳動脈は重要な血流領域を担っている可能性があり、治療の際には温存す
べきであるが、一方でその他のbranching siteの瘤と同様に完全閉塞が困難となり
うる。今後、stent deviseを用いることで治療成績の向上が望まれる。

10839

DP-26-12
副中大脳動脈起始部に発生した破裂前大脳動脈瘤に対してコイル塞栓
術を施行した1例
石元　玲央（いしもと れお）1,2、眞上　俊亮　（まがみ しゅんすけ）2、
井関　征英（いせき せいすけ）1,2、大石　英則（おおいし ひでのり）2

1済生会川口総合病院、2順天堂大学脳神経外科

【緒言】副中大脳動脈は前大脳動脈に起始部を有し中大脳動脈に沿った走行を示す
異常血管であり、剖検例の0.3～2.7％、脳血管撮影で0.24～0.34％の頻度で確認され
る稀な血管奇形である。副中大脳動脈に起因した前大脳動脈A1部脳動脈瘤の報告
は少なく、動脈瘤に対して血管内治療を施行した報告は極めて稀である。今回、副
中大脳動脈に起因したと考えられた破裂前大脳動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行
したので報告する。

【症例】症例は66歳女性。特記すべき既往歴なし、動脈瘤の家族歴なし。突然の激
しい頭痛で発症し、頭部CTにてくも膜下出血(Hunt&Kosnik grade2, WFNS grade2, 
fisher group3)の診断となり、3D-CT angiographyにて左副中大脳動脈の起始部に
左前大脳動脈A1部脳動脈瘤を認めた。動脈瘤は長径4.2mmのnarrow neckな上向
き動脈瘤であり proximal neck より左副中大脳動脈が分岐しており、simple 
techniqueを用いて瘤内コイル塞栓術を行った。左副中大脳動脈は温存させ動脈瘤
の柄部はわずかに残存したが、術後に脳梗塞の出現は認めず、神経脱落症状および
脳血管攣縮の症状なく経過し独歩退院した。

【考察】 副中大脳動脈は1977年にWageらによって初めて報告され、我々が猟捕し得
た限りでは動脈瘤合併の報告はこれまでに12例のみと極めて稀である。そのうち未
破裂例が2例で、10例の破裂脳動脈瘤に対しては多くの症例で開頭クリッピング術
が選択されており、血管内治療が選択されたのは1例のみで良好な転帰が得られて
いた。

【結論】副中大脳動脈に起因した極めて稀な破裂前大脳動脈瘤を経験した。治療と
してコイル塞栓術は有用な手段であると考えられた。

10804

DP-26-11
遠位前大脳動脈瘤に対する血管内治療成績
前田　昌宏（まえだ まさひろ）1、疋田　ちよ恵（ひきた ちよえ）1、
岩崎　充宏（いわさき みつひろ）1、山崎　英一（やまざき ひでかず）2、
井中　康史（いなか やすふみ）1、福田　慎也（ふくた しんや）1、
佐藤　浩明（さとう ひろあき）1、森本　将史（もりもと まさふみ）1

1横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科、
2横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科・血管内治療科

【はじめに】遠位前大脳動脈（DACA）瘤に対して、近年血管内治療の有用性を報
告するものが散見される．当施設のDACA瘤に対する血管内治療成績を後方視的に
解析し，文献的考察を加え報告する．

【対象，方法】2014年4月から2020年5月に当院で治療したDACA瘤37例（破裂10例）
のうち血管内治療を施行した連続21例（破裂8例）23手技を対象に，手技関連合併
症，手術手技，治療結果などについて解析した．

【結果】男性9例，女性12例．平均年齢68.8歳（43-90歳），平均動脈瘤径3.8mm(2.2-
7.4mm)．動脈瘤の位置は脳梁辺縁動脈分岐部が12例で過半数を占め，脳梁膝部より
遠位の瘤は2例であった．手技関連合併症は2例（脳梗塞1例，出血1例），morbidity 
1例（4.3％）、mortality０例であった．手術手技は1例でステントを併用した他はシ
ンプルテクニックで施行しており，15例でDACを使用した．治療結果はCO10例，
NR9例，BF2例，治療を完遂できず開頭術に切り替えたものが1例あった．術後90日
以降にフォローできた15例のうち2例に再治療（1例追加塞栓，1例開頭術）を施行
し，再出血は認めなかった．

【考察，結論】DACA瘤に対する血管内治療成績は概ね良好であった．これは血管
内のリスクが高そうな症例を開頭に回したHybrid戦略も一因であると考える。
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DP-27-5
未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後早期に生じた脳内多発病変
高橋　里史（たかはし さとし）1、秋山　武紀（あきやま たけのり）1、
福村　麻里子（ふくむら まりこ）1、中屋　雅人（なかや まさと）1、
戸田　正博（とだ まさひろ）1

1慶應義塾大学�医学部�脳神経外科

[背景] 脳血管内治療施行の主に数週間後に、病変と同一血管支配域に、周囲に浮腫
を伴う多発性病変を生じる病態が知られている。
[症例] Noonan症候群の既往がある20代女性、偶発的に10mmの未破裂右内頸動脈
瘤（C2）を指摘された。瘤の位置からコイル塞栓の方針とし、Noonan症候群の出
血傾向を鑑みて、可及的にステントを使用しないでコイル塞栓を行う方針とした。
手術はバルーンアシストで施行、body fillingの状態で終了とし、皮下出血が著明で
あったため術2日後より術前のDAPTからSAPTに変更した。術5日後に撮像した
MRIで右大脳半球に多発性の浮腫と出血を疑う変化を認め、追加したCTで浮腫内
に散在する多発皮質下出血を認めた。造影MRIでは浮腫内に多発する結節状増強効
果を認め、画像上アレルギー性の肉芽腫と判断し、ステロイドパルスを施行、その
後ステロイドを漸減した。その後の経過は良好で浮腫の消失を認め、ステロイド中
止後も病変の再燃を認めていない。
[考察]本症例の画像所見は最近報告が増えている脳動脈瘤に対する血管内治療後の
遅発性脳内多発病変のそれと酷似し同様の病態が考えられた。ステロイドパルス施
行後に著明に改善したがステロイドパルスが改善に寄与したのか時間経過で改善し
たのかは議論が残るところである。
[結語]コイル塞栓後早期に脳内に多発する浮腫と結節状の増強効果を示す病変に対
し、ステロイドパルスを施行、良好な予後を得た。 

10188

DP-27-4
破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後に遅発性にcoil migrationを
きたし、ステント留置術を要した一例
小島　アリソン健次（こじま ありそんけんじ）1、成清　道久（なりきよ みちひさ）1、
大橋　聡（おおはし そう）1、長崎　弘和（ながさき ひろかず）1、
壷井　祥史（つぼい よしふみ）1、神林　智作（かんばやし ちさく）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1社会医療法人財団石心会川崎幸病院、2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

【はじめに】
脳動脈瘤コイル塞栓術後に、遅発性にcoil migration を生じることは稀であるが 報
告例が散見される。今回我々は、破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後、遅発性に
coil migrationをきたし、ステント留置を要した一例を経験したので、報告する。

【症例】
77歳女性、頭痛にて当院へ救急搬送された。前交通動脈瘤破裂(2.6mm, WFNS 
gradeII, Fisher Group3)の診断で同日コイル塞栓術を施行。シンプルテクニックに
てAxium Prime 3D 2.0mm x 3cmでFramingを行い、Prime Helix 1.0mm x 2cmを
留置しcomplete occlusionが得られた。第9病日、右上下肢不全麻痺が出現。脳血管
撮影で左A2閉塞及び左A2へのコイル逸脱を認めた。アルガトロバンを5mg動注し、
一部再開通が得られたが血管の描出が不良であったため、A2からA1にかけて
Neuroform Atlas 3.0mm x 21mmを留置した。最後にA1からアルガトロバン5mg
動注し、血栓の消失及び、左A2の再開通が得られていることを確認し終了した。第
10病日及び第16病日の脳血管撮影では明らかな異常を認めなかった。

【考察】
コイル逸脱に関する報告は散見されるものの、その数は多くはなく、発生した状況
及び対処方法は様々である。本症例では最小径のコイルを使用したことがcoil 
migrationの一因と考えられる。また第７病日(片麻痺出現2日前)に極僅かにcoil 
migrationが認められていたため、無症候性ではあったものの、この時点での治療
介入の検討もされ得る症例であった。

10147

DP-27-3
遺残三叉動脈瘤破裂によりCarotid-Cavernous Sinus Fistulaをき
たした1例
國分　康平（こくぶん こうへい）1、師井　淳太（もろい じゅんた）1、
吉田　泰之（よしだ やすゆき）1、大久保　敦也（おおくぼ あつや）1、
引地　堅太郎（ひきち けんたろう）1、古谷　伸春（ふるや のぶはる）1、
吉川　剛平（よしかわ こうへい）1、石川　達哉（いしかわ たつや）1、
清水　宏明（しみず ひろあき）2

1秋田県立循環器・脳脊髄センター�脳神経外科、2秋田大学�大学院�脳神経外科

【はじめに】Persistent primitive trigeminal artery(PPTA)は、内頚動脈のC4/5部
と上小脳動脈と前下小脳動脈の間の脳底動脈（BA）を結ぶ胎生期の遺残動脈であ
る。今回我々はCarotid-Cavernous fistula(CCF)で発症したPPTAの動脈瘤に対し
塞栓術を行った症例について報告する。【症例】27歳　女性。１か月前からの頭痛
と拍動性耳鳴を主訴に近医を受診し当院に紹介された。頭部外傷の既往はなかった。
当院受診時、意識清明で明らかな神経症状はなかった。MRI/MRAで拡張した右上
眼静脈(SOV)と右海綿静脈洞(CS)を認めたため、CCFを想定し入院した。脳血管撮
影では右内頚動脈C4/5部から右PPTAが起始していた。PPTA上に長径5mm大の、
下方にprojectionする動脈瘤を認めた。この動脈瘤が右CSとfistulaを形成し、右
SOVと左CS、両側下錐体静脈洞にdrainageしていた。椎骨動脈、BAは低形成で
はなかった。入院中にCCFの悪化による右動眼神経麻痺をきたしたため、症状出現
後早期に瘤内塞栓術を行った。瘤内塞栓術により脳血管撮影上CCFは消失し、右動
眼神経麻痺は改善した。mRS0で自宅退院した。【結語】PPTA本幹の動脈瘤破裂に
よるCCFに対して塞栓術を行った1例を経験した。同様の症例は文献上比較的稀で
あるため文献的考察を加え報告する。

10031

DP-27-2
脳動脈瘤塞栓術中遠位移動したcoilを回収できなかった1例
赤路　和則（あかじ かずのり）1、冨尾　亮介（とみお りょうすけ）1、
植杉　剛（うえすぎ つよし）1

1美原記念病院脳神経外科

【症例】65歳、女性。くも膜下出血で発症。両側内頚動脈瘤を認めた。最大径4mm
の右内頚動脈瘤破裂の可能性が高いと考えたが、最大径3mmの左内頚動脈瘤破裂
の可能性も否定できなかった。右内頚動脈瘤塞栓術後、simple techniqueで左内頚
動脈後交通動脈分岐部瘤塞栓術を施行。先端を45度に形状づけしたExcelsior SL-10
を瘤内へ誘導した。GALAXY G3 XSFT 2.5mm x 2.5mm、GALAXY G3 XSFT 
1.5mm x 2mm、Axium Prime Helix 1mm x 1mm、Axium Prime Helix 1mm x 
1mmを挿入。Excelsior SL-10抜去時、最後に挿入したAxium Prime Helix 1mm x 
1mmが瘤から逸脱し、左後大脳動脈分枝の左後頭側頭動脈へ移動した。そこで、右
椎骨動脈から左後頭側頭動脈へExcelsior1018を誘導した。coilが左後頭側頭動脈の
後頭葉分枝起始部を完全に塞ぐように存在したため、Excelsior1018のcoil遠位への
誘導が困難であり、Goose neck snare 2mmを用いてのcoil回収ができなかった。ま
た、Trevo XP 3mm x 20mmを用いてcoil回収を試みたところ、coil回収はできな
かったが、左後頭側頭動脈の側頭葉への分枝の描出が良好となった。塞栓術はneck 
remnantで終了とした。翌日、軽度の右視野狭窄を認め、頭部MRIでは、左後頭葉
に新鮮梗塞を認めた。

【結語】脳動脈瘤塞栓術中、Helical形状の小さなcoilが瘤から逸脱した場合、遠位
の細い枝まで移動し、coilを回収できないこともあると考えられた。
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DP-27-9
Y-configuration stentingが有効であった再発IC-PC動脈瘤の1例
佐藤　慎治（さとう しんじ）1、川並　香菜子（かわなみ かなこ）1、
小久保　安昭（こくぼ やすあき）1、松本　康史（まつもと やすし）2、
園田　順彦（そのだ ゆきひこ）1

1山形大学医学部附属病院脳神経外科、2広南病院�血管内脳神経外科

脳動脈瘤クリッピング術後に同部位に再発する動脈瘤は10年で1%弱とされるが、追
加治療に難渋する場合もある。SAHを複数回繰り返したクリッピング術後再発
IC-PC動脈瘤に対して、Y-configuration stentingを用いたコイル塞栓術が有効であっ
た症例を報告する。
症例は57歳女性。55歳でSAH初発。破裂右IC-PC瘤に対しクリッピング術を施行し
たが9ヶ月後SAH再発、同部位にクリッピング術を追加した。57歳で左IC-PC瘤破
裂によるSAHを発症、クリッピング術を施行した。入院中精査で右IC-PC動脈瘤再
発を認め当科紹介となった。右IC-PC再発瘤は頚部の裏側から再発したと考えられ、
7mm、不整形でwide neck、Pcom起始部は3mm、VAGで右PCAは描出良好であっ
た。再開頭は困難であり、動脈瘤頚部を十分塞栓するためICA、Pcom a.にY字状
にステントを留置しコイル塞栓の方針とした。Neuroform Atlasを2本使用し、jail 
techniqueでコイル塞栓、完全塞栓を得た。術後新たな神経脱落症状や血栓性合併
症は認めない。半年、1年後のDSAフォローでもcompactionなく、再発を認めず、
Pcomも描出良好である。
Y-configuration stentingはBA top、Acom、MCA動脈瘤での報告は複数見られる
が、IC-PC動脈瘤に対する報告は少ない。理由としてはPcomのステント内血栓の
リスクが高いことが考えられる。本症例はPcom起始部が3mmと太く、stent留置
が可能であった。Pcom径が太い場合はY-configuration stentingが有効な症例も存
在する。

10890

DP-27-8
異なるステント2種を用いて複数回塞栓術を施行した再発内頚動脈ー
後交通動脈分岐部瘤の一例
横沢　路子（よこさわ みちこ）1、木村　尚人（きむら なおと）1、
河村　心（かわむら こころ）1、山下　将太（やました しょうた）1、
土井尻　遼介（どいじり りょうすけ）2、高橋　賢（たかはし けん）2、
菊池　貴彦（きくち たかひこ）2、菅原　孝行（すがわら たかゆき）1

1岩手県立中央病院脳神経外科、2岩手県立中央病院脳神経内科

【はじめに】脳動脈瘤コイル塞栓術のAdjunctive techniqueでステント併用術は広
く用いられている手技である。今回、我々はくも膜下出血で発症した内頚動脈ー後
交通動脈分岐部瘤の再発に対してステント併用術を複数施行し治療した症例につい
て考察を加えて発表する。【症例】54歳女性　くも膜下出血で発症し右内頚動脈ー
後交通動脈分岐部瘤破裂に対してコイル塞栓術を施行した。その後15ヶ月後再発に
対してコイル塞栓術、その2年7ヶ月後に再々治療でEnterprize VRDを併用し塞栓
術施行した。更に約9ヶ月後に再発を認めたため、Enterprize VRD内にLVIS Jrを
重ねて留置した上で瘤内塞栓術を施行した。　しかしながらその後も再発をきたし、
Trans cell techniqueで塞栓を追加して計5回治療を行い、経過観察に至っている。

【考察】脳動脈瘤のステント併用塞栓術は、ステント金属のneck被覆によって清流
効果が生まれ瘤閉鎖が得られる手技であるが、異なるステントを重ねて併用した症
例については、文献的にDouble stentやOverlapping stentなどで検索が上がるも
のの、Horizontal stentやY stent等であり、異なるステントを同部に重ねた治療例
は見られなかった。異なるステントを用いることは、再発治療においては戦略の一
つとして上がりうる方法と考えられる。その効果については経過フォローで追って
いく。【結語】くも膜下出血で発症した内頚動脈ー後交通動脈分岐部瘤再発に対し
て異なるステントを併用して治療した症例について報告した。

10018

DP-27-7
複雑巨大中大脳動脈瘤に対するcombined therapyによる治療経験
内田　賢一（うちだ けんいち）1、託摩　裕史（たくま ひろし）1

1千葉徳洲会病院脳神経外科

はじめに様々な治療手技の進歩により、これまで治療困難とされてきた動脈瘤治療
が可能となってきた。今回我々は複雑巨大中大脳動脈瘤をcombined therapyによ
り治療したことより、これを報告する。目的症例は最大長径21mmかつ、母血管と
のネックの分離が難しく直達手術、血管内治療のいずれにおいても治療が難しい動
脈瘤に対し、直達手術でネック形成した後に、ステント支援下のコイル塞栓術にて
治療しえた 複雑中大脳動脈瘤を経験したことよりこれを報告する。症例65歳女性で
本動脈瘤に対する通常治療の問題点は、1.ネックと母血管が一体となった形状であ
る2.血管内治療を行うと考えた場合、母血管の境界ない形状より安定したステント
留置が困難と考えられた。3.バイパス併用にて動脈瘤を消失させる治療方針も検討
されたが、M2末梢側へのバイパスは分岐血管への血流維持が困難と考えられた。こ
れより本治療においては、直達術にてネック形成行うと同時に複数あるブレブ一部
を閉塞させ、ステント支援下にコイル塞栓術行う方針とした。結果直達手術を先行
させ、3つあるブレブのうち1つをつぶすようにして、母血管と一体となる動脈瘤か
らネックを形成するようにクリッピング施行した後に、M2上行枝にステント展開
し、コイル塞栓術行い動脈瘤の消失を確認した。考察複雑巨大中大脳動脈瘤に対す
る治療としては開頭術のみにおける治療の問題点、血管内治療のみにおける治療の
問題点が存在する。複合治療における利点・欠点を考察しこれを検討する。結論複
雑巨大中大脳動脈瘤に対する複合治療を経験し、これを報告した。

10807

DP-27-6
脳動脈瘤コイル塞栓術中のコイル逸脱に対する対応の検討
中川　祐（なかがわ ゆう）1、岩間　隆史（いわま たかし）1、峯　裕（みね ゆたか）1、
各務　宏（かがみ ひろし）1、稲葉　真（いなば まこと）1

1済生会横浜市東部病院

脳動脈瘤に対するコイル塞栓術中にコイルが逸脱してしまうことは非常に稀な合併
症である。しかし、それ故にコイル逸脱時の対応に精通した脳血管内治療医は多く
ないと考えられる。これまでに報告されたコイル逸脱時の対応に関して過去の論文
を振り返り、治療戦略に対して考察する。また逸脱したコイルの回収にはスネアを
用いた血管内アプローチと開頭手術による摘出術が用いられてきたが、2015年以降
は逸脱したコイルの回収にステントリトリーバーを用いられることが主流となった。
ステントリトリーバーは主幹動脈閉塞時の血管内治療に用いられるため、多くの血
管内治療医が手技に精通しているという利点がある。スネア以外にステントリト
リーバーという選択肢が増えたが、これまでのところ逸脱したコイルの回収に関し
てどちらが優れているかという報告はない。両デバイスによる逸脱したコイルの回
収を血管モデルにて行なったので、その結果を報告する。
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DP-27-13
低濃度NBCAを用いた感染性脳動脈瘤に対する治療
甲田　将章（こうた まさあき）1、藤田　敦史（ふじた あつし）1、
松尾　和哉（まつお かずや）1、篠山　隆司（ささやま たかし）1

1神戸大学医学部脳神経外科

【緒言】感染性脳動脈瘤は，高頻度に破裂をきたし致死率が高いことが知られてい
る．抗生物質投与による保存的加療が第一選択となるが，出血例では外科的治療が
考慮される．我々は，出血例および増大例に対して，低濃度NBCAを用いた母血管
閉塞を行なっている．当院で治療した２症例３手技について報告する．【症例】症
例１：54歳男性，感染性心内膜炎で入院加療中，左頭頂葉出血が出現，脳血管撮影
で左中大脳動脈(central artery)に動脈瘤を指摘され，血管内治療をおこなった．症
例２：36歳男性，感染性心内膜炎に対して手術施行後，くも膜下出血を認め，精査
したところ右中大脳動脈(central artery)に動脈瘤を認め，血管内治療施行．その際，
右後大脳動脈(parieto-occipital artery)に認めていた未破裂脳動脈瘤が，後日，増大
を来したため，血管内治療を追加した．いずれの動脈瘤も主幹動脈末梢に存在した
ため，中間カテーテルとしてTacticsを使用し，DeFrictorを可能な限り動脈瘤近傍
まで誘導した．DeFrictorから14%NBCAを注入し，動脈瘤母血管および瘤内を塞
栓した．全ての手技において術後新規神経症状の出現はなく，２例ともmRS0で独
歩退院した．【結語】感染性脳動脈瘤では，心不全や敗血症など全身性合併症をき
たしていることがある．侵襲の高い全身麻酔下での開頭手術が困難な場合は，局所
麻酔下での血管内治療が有用である．末梢血管に生じた感染性脳動脈瘤の治療では，
動脈瘤および母血管の閉塞が必要である．その際，long injectionが可能である低濃
度NBCAが有用であるが，Tacticsのサポート下でDeFrictorを可能な限り動脈瘤近
傍まで誘導することが重要と考えている．

10002

DP-27-12
部分血栓化後下小脳動脈瘤に対するLVISステントの使用経験
大瀧　隼也（おおたき しゅんや）1、原口　浩一（はらぐち こういち）2、
高橋　康弘（たかはし やすひろ）2、野呂　昇平（のろ しょうへい）2、
倉内　麗徳（くらうち よしのり）2、松浦　伸樹（まつうら のぶき）2、
伊藤　丈雄（いとう たけお）2

1砂川市立病院脳神経外科、2函館新都市病院脳神経外科

【背景】　大型血栓化動脈瘤は、瘤の増大による周囲組織の圧迫や破裂により予後不
良となることが多く、その治療も非常に困難である。今回、部分血栓化後下小脳動
脈瘤に対してLVIS stentを用いたコイル塞栓術にて、良好な経過を得た2例を経験
したので若干の文献的考察を加えて報告する。

【症例1】　70歳女性。くも膜下出血発症、左部分血栓化後下小脳動脈瘤を認めsimple 
techniqueにてコイル塞栓術を施行した。急性期は増悪なく経過したが3か月後の
followの血管撮影にてcoil compaction及び14mmから19.7mmと動脈瘤の増大を認
めため、母血管である左後下小脳動脈にLVIS Jr.2.5mm×13mmを留置し、stent 
assistにて追加塞栓術を施行。mRS2にて自宅退院となり、以後動脈瘤の再増大なく
経過観察中である。

【症例2】　57歳女性。偶発的に左部分血栓化後下小脳動脈瘤(最大径13.5mm)を認め、
後下小脳動脈にLVIS Jr.2.5mm×13mmを留置、stent assistにて塞栓術を施行。問
題なく手技終了しmRS0にて自宅退院。半年後のfollowの血管撮影にて、動脈瘤の
再発、再増大は認めず、外来にて経過観察中である。

【考察・結語】　血栓化動脈瘤の増大機序に関して、肥厚した動脈瘤壁内に出来た新
生血管が原因の一つと考えられており、この新生血管は外膜のvasa vasorumから
生じている可能性がある。一方、LVIS stentはその金属被覆率の高さから動脈瘤壁
へのflow velocityを低下させるとの報告があり、vasa vasorum、瘤壁の新生血管の
増勢を抑えることが期待できる。症例の蓄積が必要であるが、血栓化動脈瘤に対し
てLVIS stentを用いたコイル塞栓術は有用である可能性が示唆される。

10615

DP-27-11
長期経過中に2つの脳動脈瘤破裂を生じた高安動脈炎の１例
会田　泰裕（あいだ やすひろ）1、内山　尚之（うちやま なおゆき）1、
渡邉　卓也（わたなべ たくや）1、新田　歩（にった あゆむ）1、
早瀬　秀男（はやせ ひでお）2、林　裕（はやし ゆたか）1

1石川県立中央病院脳神経外科、2地域医療機能推進機構金沢病院脳神経外科

高安動脈炎は脳虚血症状をしばしば生じるが，脳動脈瘤の合併は比較的まれとされ
る。22年の経過で高安動脈炎によって徐々に両側総頚動脈・左椎骨動脈の閉塞が進
行するにつれて，右椎骨動脈に2つの動脈瘤が別時期に生じて2回のSAHをきたし
た症例を報告する。【症例】69歳女性【病歴】22年前に右椎骨動脈後下小脳動脈

（VAPICA）部の前下方向き4mm瘤の破裂によりSAHを生じ，開頭clipping術を施
行された。治療時に両側総頚動脈狭窄も指摘され，以後，高安動脈炎の診断にて抗
血小板薬の内服が開始された。その後脳梗塞を生じることなく経過したが，本年
SAHを生じた。右VAPICA部に，初回とは違った後上方向きの17mmの瘤が新生
していた。高安動脈炎により，左総頚動脈は閉塞，右側も高度狭窄，また左椎骨動
脈も閉塞しており，頭蓋内はほぼ右椎骨動脈のみで灌流されていた。【治療】Day 1
に瘤内塞栓術を施行した。鎖骨下動脈の狭窄，椎骨動脈起始部の屈曲蛇行，椎骨動
脈の一部の狭窄のためアクセスに難渋した。Double catheter techniqueで，瘤より
分岐するPICAを温存するようにcoilingを行った。【考察】高安動脈炎における脳
動脈瘤の合併は文献上27例と比較的まれであり，本例のように長期間で同血管の別
部位に2つの瘤が生じて破裂した例は初めてである。22年間で頭蓋内灌流が右椎骨
動脈のみになっていく過程で，初回治療瘤とは反対側の血管壁大弯側に瘤が生じた
ことは，瘤新生にhemodynamic stressが関与していることを強く支持する。治療
においては，高安動脈炎により母動脈の狭窄や屈曲蛇行が生じていることが多く，
支持性の高いガイディングカテーテルを用いるなどの工夫が必要であった。
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DP-27-10
両側infraoptic course of anterior cerebral arteryに多数の破格
を伴った内頸動脈瘤の1例
高井　洋樹（たかい ひろき）1、松原　俊二（まつばら しゅんじ）1、
木下　景太（きのした けいた）1、宮崎　裕子（みやざき ゆうこ）1、
南　祐佳里（みなみ ゆかり）1、宇野　昌明（うの まさあき）1

1川崎医科大学附属病院�脳神経外科

【目的】多数の破格を合併した稀なinternal carotid-infraoptic course of anterior 
cerebral artery(IC-IOA)瘤に対し塞栓術を施行した症例を報告する。【症例】37歳女
性。近医で頭痛の精査で施行した頭部MRIで右内頸動脈瘤を認めたので当院に紹介
となった。当院の脳血管撮影では両側IOAと、右IOAと右内頸動脈分岐部に最大
径6.7mm ネック3.8mm　アスペクト比1.16の内向き動脈瘤を認めた。他の頭蓋内血
管の破格として前交通動脈に4カ所の窓形成と、それから起始するbihemispheric 
anterior cerebral artery 、両側中硬膜動脈から涙腺動脈を介して眼動脈への流入を
認めた。頭蓋外血管の破格として右椎骨動脈はC3椎体で横突孔に入り、且つC1-C2
椎体間から硬膜内に貫通していた。左椎骨動脈は鎖骨下動脈から起始する以外にも
大動脈からの起始も認め、いわゆるdual originを形成していた。また同血管はC5
椎体レベルで横突孔に入っており、左後頭動脈は頸部内頸動脈から起始していた。
その他にも頭部MRIで軽度脳梁形成不全も認めた。脳動脈瘤に対しては、破裂予防
目的で全身麻酔下にLVISステント支援下のコイル塞栓術を行った。ステントを展
開し、コイルを2本留置した時点で体積塞栓率22.6%となり、軽度body fillingを認
めたが、瘤内の造影剤がpoolingしていたことから手術を終了した。確認造影でIOA
は温存され、周術期合併症はなかった。【結語】本疾患に脳動脈瘤は48％に合併し、
また様々な破格を高頻度で認めるとされており、手術対象になる患者には特に注意
を払って詳細な画像読影を行う必要があると考えられた。
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DP-28-3
当院における頚動脈ステント留置術症例の治療成績の検討
保田　宗紀（やすだ むねとし）1、松尾　陽子（まつお ようこ）1、
大城　真也（おおしろ しんや）1、立花　正輝（たちばな まさき）2、
中根　博（なかね ひろし）2、東　登志夫（ひがし としお）3、井上　亨（いのうえ とおる）4

1独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター脳神経外科、
2独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター�脳神経内科、
3福岡大学筑紫病院脳神経外科、4福岡大学医学部脳神経外科

【目的】近年内頸動脈狭窄症に対する外科治療は経皮的頸動脈ステント留置術(CAS)
の施行例が多くなりつつあるが、当院では2012年からCASが導入され、症例に合わ
せて頚動脈内膜剥離術（CEA）とCASを選択している。今回CASの治療成績につ
いて検討を行った。【対象と方法】2012年5月から2019年5月まで当院でCASを施行
した29例が対象。男性27例、女性2例、平均年齢　73.1歳（55-85）、無症候性11例、
症候性18例、平均狭窄率(NASCET) 76.3%、不安定プラーク14例であった。全例抗
血小板剤は2剤内服し、少なくとも術後3か月は継続した。基本的にはdistal balloon 
protection + open cell stentの方針とし、石灰化の有無、プラークの性状や量、虚
血耐性、対側閉塞などを考慮し、filter protectionやopen cell stentを使用した。【結
果】全症例にプロテクションデバイスを使用し、distal balloon 26例、filter 2例、
flow-reversal 1例であった。ステントはopen cell 25例、closed cell 4例であった。
CAS後48時間以内のDWI陽性率は9例(31%)にみられた。術後脳梗塞は3例(10%、
minor 2例、major 1例)　であった。過灌流症候群や出血性脳卒中はみられず、術後
1年以内の死亡は0例であった。再狭窄は3例（10%）にみられたが、いずれも再治療
を要しなかった。【結論】術後脳梗塞を発症した症例はいずれもCEA high riskかつ
CAS high riskの症例であり、同症例に対するCASを行う際のプロテクションデバ
イスやステント選択、周術期管理が今後の課題であった。一方それ以外の症例に対
する当院のCASは、標準的な考え方に準じて、症例に合わせてプロテクションデバ
イスやステントを使い分けており、妥当な治療成績であった。
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DP-28-2
当院での急性期頚動脈ステント留置術の治療成績
滝川　浩平（たきかわ こうへい）1、土井尻　遼介（どいじり りょうすけ）1、
園田　卓司（そのだ たくじ）1、山崎　直也（やまざき なおや）1、
河村　心（かわむら こころ）2、山下　将太（やました しょうた）2、
横沢　路子（よこさわ みちこ）2、高橋　賢（たかはし けん）1、
木村　尚人（きむら なおと）2、菅原　孝行（すがわら たかゆき）2

1岩手県立中央病院�脳神経内科、2岩手県立中央病院�脳神経外科

【目的】症候性内頚動脈狭窄症に対する急性期頚動脈ステント留置術(Carotid Artery 
Stenting: CAS)の安全性や有効性は確立していない。当院での症候性内頚動脈狭窄
症に対する急性期CASの治療成績を検討した。

【方法】当院で2013年10月～2020年2月までに急性期脳卒中を発症した症候性内頚動
脈狭窄症に対してCASを施行した71例中、脳卒中発症後7日以内にCASを施行した
20例(急性期CASと定義)を対象とした。患者背景、安全性を検討した。

【結果】全症例の年齢は中央値75 (69-82)歳であり、男性14名(70%)であった。血栓回
収の際にCASを施行した例(以下A群)は5例(25%)、脳卒中発症当日にCASを施行
した例(以下B群)は7例(35%)、発症から2～7日以内に施行した例(以下C群)は8例
(40%) であった。全例 proximal protection を行い、A 群を除いた群での distal 
protectionは13例(92%)にballoon protectionを使用した。ステントは12例(80%)に
Closed stentを留置した。B群とC群すべての群において術後の症候性脳梗塞は認
めなかった。A群では3例(60%)に出血性梗塞(ECASS分類HI2)を認め、1例(20%)に
過灌流症候群を認めた。同側拡散強調画像(DWI)高信号はB群1例(14%)、C群3例
(37%)にみられたが、症候性脳梗塞は認めなかった。過灌流症候群はB群とC群とも
に認めなかった。

【結語】脳梗塞発症から7日以内にCASを施行している例ではDWI高信号が多くみ
られた。急性期CASを行う際は遠位塞栓に十分留意する必要がある。
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DP-28-1
当院におけるCASの経験について
永田　崇（ながた たかし）1、鶴田　慎（つるた しん）1、
児嶌　悠一郎（こじま ゆういちろう）1、井上　剛（いのうえ つよし）1

1石切生喜病院脳神経外科

【緒言】当院では内頸動脈狭窄症に対して症候性であればCEAを，無症候性あるい
はTIAであればCASを第一に考慮し，そのうえで各種因子を加味して最終的に術
式を決定してきた．今回，その成績や問題点につき検討する．【対象と方法】2015
年1月から2020年6月までに外科治療を施行した連続86病変のうちCASを選択したも
のは60例であった．症候性は20例，TIAは4例，無症候性は36例であった．また，急
性期血栓回収療法に引き続きCASを要したものが2例あった．システムについては
全例でバルーン付ガイディングカテーテルを使用し，EPDは全例でfilter wireのみ
を使用した．ステントは基本的にはWall stentを使用したが，屈曲が強い症例では
Precise，Protageを選択した．【結果】術後に症候性の脳梗塞を生じたのは症候性
群で1例(5%)（遅発性ステント内血栓），無症候性群で1例(2.8%)であった．無症候性
の1例では視野障害を生じたが，3日の経過で症状は消失し永続的な障害は来さな
かった．術後のNISIRは症候性群で8例(40%)に認め，無症候性群では11例(30%)で
認めた．狭窄の形状がいびつであった1例，屈曲が強かった2例でデバイスのlesion 
crossに難渋した．【考察】当院でのCASにおける永続的な合併症は60例中1例(1.7%)
であった．手技については，なるべくシンプルな方法がよいと考え，内頸動脈のみ
にfilter deviceをおく手技としているが，術後のNISIRを減じるためにはMOMAな
どの使用を検討すべき症例があると考えられた．
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DP-27-14
出血高リスク患者においてWATCHMAN（左心耳閉鎖システム）導
入後にステント支援下コイル塞栓術を行った一例
中澤　祐介（なかざわ ゆうすけ）1、波多野　武人（はたの たけと）1、
千原　英夫（ちはら ひでお）1、小倉　健紀（おぐら たけのり）1、
阿河　祐二（あがわ ゆうじ）1、北村　泰佑（きたむら たいすけ）1、
坂本　宏樹（さかもと ひろき）1、友寄　龍太（ともよせ りゅうた）1、
辻本　吉考（つじもと よしたか）1、福永　真人（ふくなが まさと）2、
永田　泉（ながた いずみ）1

1小倉記念病院�脳神経外科、2小倉記念病院�循環器内科

【背景・目的】近年高齢化がすすみ加齢に伴い非弁膜症性心房細動(NVAF)の有病率
は増加し, NVAFを有する脳動脈瘤患者への血管内治療が増えていくことが予想さ
れる．血管内治療において抗血栓薬は必要不可欠であるが, 出血性合併症は高齢患
者のADLを損なう大きな要因となりうる．今回我々は出血高リスク患者において
WATCHMAN（左心耳閉鎖システム）導入後にステント支援下コイル塞栓術(SACE)
を行った一例を報告する．【症例】75歳男性．右椎骨動脈瘤に対しコイル塞栓術, 左
頚部および頭蓋内内頚動脈狭窄症に対しそれぞれステント留置術を行い経過観察し
ていた．NVAFの既往もあったが外科的処置を要する消化管出血を認め, 抗凝固薬
は一時的に中止していた．抗凝固薬の再開を検討していたものの, 経過中に椎骨動
脈瘤の再発を認めSACEを企図したが, 抗血栓薬の強化による周術期の出血リスク
が危惧された．そこで, 当院循環器内科にてSACE前にWATCHMANによる左心
耳閉鎖術を行った後, 再発性椎骨動脈瘤に対して抗血小板2剤併用下でのSACEをお
こない, 出血性・虚血性合併症なく終了した．術後経過観察では再発を認めず, 抗血
小板薬は段階的に減量方針である．【考察】WATCHMANは虚血性脳卒中リスクが
高く抗凝固療法が推奨されるものの, 出血リスクが高いNVAF患者において, 経皮
的に左心耳を閉鎖することで脳卒中リスクを低減させ, 出血性合併症の発現も低減
させるデバイスである．本患者において動脈瘤の治療で抗血栓薬の使用が必要とさ
れる中, 重症出血性合併症も認めており抗血栓薬の調整を要した．WATCHMAN導
入は抗血栓薬が減量可能な点で脳動脈瘤血管内治療と非常に相性の良い治療選択と
なりうると考える．
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DP-28-7
頸動脈ステント留置術におけるエダラボン術前投与の術後過灌流予防
効果の検証：単施設ランダム化比較試験
國枝　武伸（くにえだ たけのぶ）1、三宅　浩介（みやけ こうすけ）2、
阪本　宏樹（さかもと ひろき）3、片岡　優子（かたおか ゆうこ）1、
中村　正孝（なかむら まさたか）1、藥師寺　祐介（やくしじ ゆうすけ）1

1関西医科大学附属病院脳神経内科、2城山病院脳神経内科、
3小倉記念病院脳神経外科

【目的】頸動脈ステント留置術(CAS)における術後過灌流(CHP)予防の治療法は未だ
確立しているとは言えない．再灌流時のフリーラジカルの発生はCHP発症の一因と
考えられており，フリーラジカルスカベンジャーであるエダラボン(EDA)はCHPの
発症抑制を期待されているが、これまでにランダム化比較試験(RCT)の報告はない．
そこで本研究では，EDAをCAS術前に投与することでCAS後のCHPを予防する
ことができるのか明らかにする．【方法】2011年4月から2018年1月までの間に当科
でCASを施行した症例を対象にRCTを行った(UMIN000005303)．適格性を有する
患者をEDA術前投与群(E群)と非投与群(N群)の2群に割り付け，主要評価項目は
CAS直後のCHPの発症とした．CAS前後にSPECTによる脳血流量(CBF)測定を行
い，CHPはCAS直後の病側CBF/健側CBF比(Asymmetry Index)＞1.2と定義した．

【結果】52例が適格性を有し，CAS中に塞栓イベントを発症した1例を除いた51例が
解析対象となった(E群,n=25; N群,n=26)．CHPはE群2例，N群1例に認め，群間に
有意差はみられなかった(P=0.610)．【結語】EDAのCAS術前投与は術後CHPの発
症を減少させなかった．しかし，本研究は症例数が少ないため検出力が低く，新た
なRCTによる更なる検証が望まれる．
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DP-28-6
当院のCEA後再狭窄に対するCAS治療
亀田　勝治（かめだ かつはる）1、伊藤　理（いとう おさむ）2、
安部　啓介（あべ けいすけ）1、石堂　克哉（いしどう かつや）1、
一ツ松　勤（ひとつまつ つとむ）1

1新古賀病院�脳神経外科、2福岡輝栄会病院�脳血管内治療科

緒言：当院では，頚部内頚動脈狭窄症に対する治療はCEAが第一選択である．当
施設の再狭窄の要因，CASによる再治療ついついて後方視的に検討した．対象：
2006年1月～2019年12月まで連続313例のうちCASによる追加治療を要した5例

（1.6％：1.597％）を対象とした．方法：再狭窄の要因，再狭窄後の治療とその経過
について調べた．結果：男性4人，女性1人，平均69歳（61-79）であった．CEAの
術前狭窄率は，ECST76.8％，PSV平均344cm/sであった．患者の基礎疾患に傾向
はみられなかった．再狭窄に対するCAS前の狭窄率はECST72.26%，PSV平均
332.8cm/sであった．右3例，左2例，再狭窄までの期間は5-11か月（中央値8か月）
であった．再狭窄治療前のCVR10%未満は3症例であり，SIRは0.94-1.12と安定プ
ラークであった．使用したステントはOpen cellが4例，closed cellが1例であった．
周術期合併症，CAS後の再々狭窄，術後脳梗塞の再発はみられなかった（平均観察
期間6年）．一例にStaged CASを行った． 考察：CEAの再狭窄は過去の報告と比
較し低かった．CEAは単一術者で手技(patch不使用)を変えていない．このため，
術者間の手技や治療法のばらつきによらない再狭窄の要因が浮き彫りになることが
期待されたが再狭窄の要因に傾向は読み取れなかった．再狭窄までの期間は1年未
満であり，再狭窄に対するCASは功を奏していた．結語：CEA後再狭窄治療には
CASによる再治療を行い良好な成績が得られていた．
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DP-28-5
頚動脈不安定プラークに対するCASの工夫
福井　直樹（ふくい なおき）1、鍵本　奈緒（かぎもと なお）1、
藤田　昇平（ふじた しょうへい）1、川西　裕（かわにし ゆう）1、
上羽　佑亮（うえば ゆうすけ）1、樋口　眞也（ひぐち しんや）1、
門田　知倫（かどた ともひと）1、中居　永一（なかい えいいち）1、
福田　仁（ふくだ ひとし）1、上羽　哲也（うえば てつや）1

1高知大学医学部脳神経外科

【はじめに】頚動脈ステント留置術（CAS）が、頚動脈狭窄に対する一般的な治療
になって１2年になる。治療数が増えるにつれCASの高リスク症例が挙げられるよ
うになり、特に、不安定プラーク（ソフトプラーク）はその代表とも言える。頚動
脈超音波検査、MRI-Black blood法（BB法）でのプラークイメージングで術前から
診断されるようになった。このような症例では頚動脈内膜剥離術（CEA）を再度検
討する事になるが、解剖学的に、また、全身状態からCEAが施行不可能な事もあ
る。当院では、このような不安定プラークに対するCASにおいて、初回治療から２
枚のステントを使用してプラークの閉じ込めを行っている。代表症例を提示すると
ともに、不安定プラークに対するCASについて若干の文献的考察を加え報告する。

【代表症例】70代男性。症候性右頸部内頸動脈の高度狭窄があり、頚動脈超音波検
査、BB法（PM比3.0以上）で不安定プラークが示唆された。CEAを検討するも、
内頸動脈が内側へrotationし、高位病変である事から、CASでの治療を行った。
Plaque protrusionを防ぐため、Wall stentを2枚重ねて留置して対応した。術直後
の血管内超音波検査や術後の頚動脈超音波検査でもprotrusionを来すことなく治療
を行えている。術後MRAでは、ステントで閉じ込められたプラークをとらえるこ
とが出来た。【結語】不安定プラークに対して、初回治療から2枚のステントで治療
を行う本法のCASは、術後のplaque protrusionを防ぐ事が可能であり、1つの選択
肢となり得ると考える。
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DP-28-4
当院におけるMO.MA ULTRAの使用経験
青柳　滋（あおやぎ しげる）1、大橋　智生（おおはし ともお）2、
小野寺　翔（おのでら しょう）1、高橋　賢伍（たかはし けんご）1、
市川　恵（いちかわ めぐみ）1、原岡　怜（はらおか れい）1、斉田　晃彦（さいだ あきひこ）1

1東京医科大学茨城医療センター脳神経外科、2鹿島ハートクリニック

【はじめに】頚動脈狭窄症に対するCASの成績はSAPPHIRE以降、様々なエビデン
スにより有効な治療法として確立した。本邦でのJR-NET3ではCASでの重症合併
症は2.3%と低率であり安全性も向上している。これらの成績はProtection deviceの
進化、ステント選択、またハイリスク症例のStaged Angioplasty等、より安全な手
技が可能となった。当院ではTailored CASとしているが、とりわけFlow reversal
と し た Proximal Protection を 積 極 的 に 行 っ て い る。Carotid 
guardwirePS+OPTIMOでのProtectionが多かったが、device供給が不安定であり
代替デバイスであるMO.MA ULTRA(以下MO.MA)を使用した8症例について当院
で の 元 に 症 例 を 検 討 す る【 症 例 】2020年2月 以 降 の CAS8症 例 ( う ち Staged 
Angioplasty3例)、年齢は65～82歳(平均74.9歳)であり、右内頚動脈狭窄が7症例、左
内頚動脈狭窄が1症例。いずれも症候性、または不安定プラーク等のリスクがあり、
Flow reversalによるProtectionの方針とした。MO.MAを全例に試みるも1症例の
み留置困難でCarotid guardwirePS+OPTIMOによるProtectionへの変更を行った。
手技による術中合併症はなく、術後MRIではわずかなDWI陽性が2昭れであり、い
ずれも症候性ではなく経過良好であった【考察】MO.MA手順の詳細は割愛するが、
誘導の際のカテーテルExchange、Amplatz super Stiffの使用や、Balloonのポジショ
ニング、2つのBallonの位置が変更できないという問題点はあるが、ひとたび留置
できれば、操作は非常に容易となる。これらの操作について、当院でのMO.MA使
用症例を検討し、過去の報告からの合併症例とも比較しながら使用上のポイント、
ピットフォールについて考察する。
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DP-28-11
頚動脈ステント留置術後の頚動脈超音波検査の有効性についての検討
伊藤　清佳（いとう さやか）1、宮田　悠（みやた はるか）1、
徳田　直輝（とくだ なおき）2,3、野々山　裕（ののやま ゆたか）1、
藤田　智昭（ふじた ともあき）1、中澤　拓也（なかざわ たくや）1、
牧野　雅弘（まきの まさひろ）2、深尾　繁治（ふかお しげはる）1

1京都岡本記念病院脳神経外科、2京都岡本記念病院脳神経内科、
3京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科

緒言:頚動脈エコー(エコー)は,carotid artery stenting(CAS)後の頚動脈評価に簡便
で低侵襲な方法である.CAS後エコー所見の有用性について我々の施設での検討を
行った.対象と方法:2009年4月から2019年12月までに当院でCASを施行し,術後エ
コーでステント部の評価を行った59件を対象とした.診療録より患者情報(年齢,性
別,症候の有無,緊急/予定手術の別,治療前の狭窄率(NASCET),術前抗血栓療法,術
前mRS,ステントの種類,周術期合併症,エコーによる術後追跡結果,頻度,期間,追跡
期間中の再狭窄,再治療の有無,時期,最終mRS)を収集しエコー所見と患者の経過に
ついて調査した.エコー検査は術後1ヶ月以内,3ヶ月,6ヶ月,1年に施行し,異常所見を
認めた場合は適宜追加検査を行った.再狭窄は,peak systolic velocity(PSV)3m/sec
以上とし,周術期合併症の発見に努めた.結果:男女比は7.25,平均年齢は73.7歳(46-88),
症候性が55.9％でほとんどが慢性期のCASであり,緊急で行ったものは3.3％に過ぎ
なかった. 周術期合併症は2件(3.3％)に生じたが術後mRSが2以上低下した患者を認
めなかった. PSVより再狭窄と判定したものが4件あり,このうち6ヶ月目のエコーで
PSVが4.26m/secとなったものは再治療を施行した.エコーでステント滑落を7日後
に認めた1件と,6ヶ月目にminor strokeをきたし,ステント内浮遊血栓をエコーで認
めた1件は再治療を行った.エコーで異常所見を発見し,再治療はいずれも軽症のう
ちに施行することができ,その後の経過も良好であった.結論:CAS後に異常があっ
た症例はいずれもエコー検査で確認することができ,bedsideで簡便に低侵襲に施行
できる利点を考えると,周術期を含め,必要不可欠な検査であると思われる.
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DP-28-10
頸動脈ステント留置術後の再狭窄予測因子の検討
大塚　崇史（おおつか たかふみ）1、中野　瑞生（なかの みずき）1、
加藤　直毅（かとう なおき）1、後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、クロップ　明日香（くろっぷ あすか）1、
塚田　哲也（つかだ てつや）1、西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、
泉　孝嗣（いずみ たかし）1

1名古屋大学脳神経外科

【背景と目的】頸動脈ステント留置術(CAS)の再狭窄予測因子については、これまで
様々な報告がなされているが、未だ一定の見解は得られていない。今回、我々は、
当院で行ったCAS症例を対象に、再狭窄予測因子を検討した。また、周術期および
慢性期の同側脳梗塞発症を評価した。

【方法】2010年から2018年までに当院で頸動脈ステント留置術を受け、18ヶ月以上、
頸動脈エコーで経過観察した症例を後ろ向きに検討した。Peak Systolic Velocity＞
300 cm/secをカットオフ値とし、再狭窄と定義した。患者背景、病変の特性、およ
び治療手技に関連する各因子と、再狭窄との関連を、COX比例ハザードモデルを用
いて解析した。

【結果と考察】196の頸動脈狭窄病変が対象となり、CAS後、再狭窄を生じたのは、
14例（7.1%）であった。再狭窄を生じた14例中13例で再治療を行い、残る1例は無
症候性に閉塞したため無治療であった。多変量解析で再狭窄の予測因子となったの
は、術後のMinimal lumen diameter(MLD)＜3mm (hazard ratio（HR）, 6.62；95% 
confidence interval［CI］, 2.32-18.89)であり、Closed stent (HR, 3.18；95% CI, 0.99-
10.20 )の使用も有意ではなかったが関連を示した。周術期の同側脳梗塞は、5例

（2.6%）に発症し、慢性期の同側脳梗塞は、2例（0.5%／人年）に発症した。再狭窄
を生じた14例で、同側脳梗塞を発症した症例はなかった。当院では、2015年以降、
plaque protrusionによる周術期脳梗塞を避けるため、後拡張を控えめ、もしくは省
略する方針で行ってきたが、再狭窄に対しても適切に再治療を行うことで、長期的
な観点で同側脳梗塞の発症を抑えることができたと考えられた。
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DP-28-9
CAS後再狭窄と臨床因子の検討 - 随時中性脂肪はCAS後再狭窄の予
測因子となり得るのか -
三浦　洋一（みうら よういち）1、鈴木　有芽（すずき ゆめ）1、
金丸　英樹（かなまる ひでき）1、安田　竜太（やすだ りゅうた）1、
芝　真人（しば まさと）1、当麻　直樹（とうま なおき）1、鈴木　秀謙（すずき ひでのり）1

1三重大学大学院医学系研究科脳神経外科

【目的】頚動脈ステント留置術（CAS）後の再狭窄は同側脳卒中の危険因子である
と考えられ、再狭窄に脂質異常症が関与することは知られているが、詳細な脂質プ
ロファイルとの関連は明らかではない。今回、随時中性脂肪（TG）とCAS後再狭
窄との関連を検討した。【方法】2008年1月から2018年12月の間に動脈硬化性の頚部
内頚動脈狭窄症（NASCET法にて無症候性80%以上または症候性50%以上）に対し
てCASを行った患者のうち、脳血管撮影（DSA）または頚動脈エコーで術後１年
以上follow-upが行われた連続162例（平均観察期間1452日）を対象に、患者背景（年
齢、性別、既往歴、内服薬等）、併存病変、随時TGを含む術前血液検査について、
CAS後再狭窄の有無で比較した。術後再狭窄は、DSAまたは頚動脈エコーにて50%
以上の再狭窄を認めたものと定義した。【結果】再狭窄は21例（12.9%）で認めた。
患者背景や併存病変は、再狭窄と関連しなかった。術前脂質プロファイルでは、総
コレステロール（非再狭窄群 vs 再狭窄群 = 172.9 mg/dL vs 172.1 mg/dL, p=0.931）
およびLDLコレステロール(103.2 mg/dL vs 100.4 mg/dL, p=0.744)は両群で差はな
かったが、随時 TG は再狭窄群で有意に高値（138.3 mg/dL vs　175.7 mg/dL, 
p=0.031）であった。【結論】随時TG値はCAS後再狭窄の予測因子となり得ること
が示唆され、LDLコレステロールのみならずTGのcontrolも重要であると考えられ
た。
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DP-28-8
頸動脈ステント留置術周術期管理におけるクロピドグレル低反応例に
対するパナルジンの有用性
佐藤　常志（さとう つねし）1、奥村　浩隆（おくむら ひろたか）1、
中條　敬人（なかじょう けいと）1、桑島　淳（くわじま あつし）1、
廣瀬　瑛介（ひろせ えいすけ）1、水谷　徹（みずたに とおる）1

1昭和大学医学部脳神経外科学教室

【序言】頸動脈ステント留置術の周術期管理でクロピドグレルを使用する場合があ
るが、クロピドグレル低反応患者に対する代替療法は未だ明確に確立されていない。
今回我々は代替療法としてチクロジピンを使用し、その有用性を検討したので報告
する。【方法】頸動脈ステント留置術の周術期血小板療法として基本的にクロピド
グレル 75mg/day、アスピリン 100mg/day併用を第一選択として、投与後1週間以
上にてVerifyNowで効果判定を行うこととした。チエノピリジン系抗血小板は、
PRU 95-208を治療域とした。クロピドグレルにて治療域に該当しない症例は、チク
ロピジン 300mg/dayへの変更を優先的に行った。2013年4月から2020年3月までの
間に当院にて頸動脈ステント留置術を施行した134例について、抗血小板凝集能や
周術期合併症、術後DWI所見などについて後方視的に検討した。【結果】クロピド
グレル使用例は119症例であった。その内、クロピドグレル反応群は66例(55%)、非
反応群では53例(45%)であった。非反応群の内、チクロジピン変更症例は26例で、そ
の内、低反応群は2例(4%)のみであった。クロピドグレル反応群、チクロピジン反
応群において症候性脳梗塞合併症は共に0例、術後DWI high spot出現症例はそれ
ぞれ7/66例(10%)、1/24症例(4%)であった(p=0.34)【考察】クロピドグレル反応群と
チクロピジン反応群にて周術期脳梗塞合併症、DWI病変出現には有意差がなく、チ
クロピジンの変更にて虚血性合併症が抑制できる可能性がある。【結語】頸動脈ス
テント留置術でのクロピドグレル低反応症例に対して、チクロピジンが有効となる
可能性がある。
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DP-29-4
血管蛇行のため治療に難渋した頭蓋外内頚動脈血管解離の1例
久保　美奈子（くぼ みなこ）1、松本　浩明（まつもと ひろあき）1、
西山　徹（にしやま あきら）1、東園　和也（ひがしぞの かずや）1、
寺田　友昭（てらだ ともあき）2

1東京都保健医療公社荏原病院、2昭和大学藤が丘病院

【はじめに】頸部内頚動脈の血管蛇行Tonsillar loopはTortuosity,Coil,Kinkingと分
類され,Coil,Kinkingと脳卒中発症や血管解離との関連性は不明だが,血管内治療が必
要となった際は技術的な問題が生じる.今回我々はCoil typeのICAに解離を生じ,急
性期脳卒中を発症,解離部にステント留置術を施行した例を経験したため報告する.

【症例】67歳男性,前日18時までは異常なし,翌朝10時頃自宅で倒れているところを
発見され他院救急搬送された.NIHSS19点,右片麻痺・失語症を認め,MRAで左内頚
動脈の描出不良を認めた.症状変動あり血管内治療を含めた加療が検討され転院搬
送された.

【経過】NIHSS17-20点で変動,MRAでは左内頚動脈は頸動脈分岐部以遠より描出不
良であったがMRA-DWIでは梗塞巣はMCA領域に留まっていた.発症時間不明・閉
塞部不明のためDSAを施行した.DSAではRt.A1,AcomAを介してLt.ACAの描出あ
り,Lt.PcomAを介してLt.M1の描出ありLt.M2閉塞であった.左頸部内頚動脈はわず
かに描出され,頸部内頚動脈はcoil typeで解離により閉塞しtandem lesionを生じて
いた.Lt.M2閉塞はmismatchなくMTは行わず,解離部の治療として左ICA coil type
の全周にNeuroformを展開,解離は改善した.

【考察】頸部内頚動脈に使用されるStentとしてはWall stent,Preciseなどがある.急
性期のステント留置による血栓性合併症や再閉塞のリスク,使用ステントや急性解
離に対する治療についても定まった見解はなく,coil typeに全周性にステント留置を
行った報告例は少ない.本症例では緊急措置的にNeuroformを用い良好な血管拡張
が得られたが,この治療の安全性や洗濯するステント,更に長期的な開存成績は不明
であり,症例の蓄積が必要である.
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DP-29-3
頚動脈の高度蛇行を伴う内頚動脈狭窄症に対して、頚動脈の直線化を
工夫してステント留置術を行った1例
日向　崇教（ひゅうが たかのり）1、杉野　文彦（すぎの ふみひこ）1、
小出　和雄（こいで かずお）1、神田　佳恵（かんだ よしえ）1、
大沢　知士（おおさわ ともし）1

1蒲郡市民病院脳神経外科

【緒言】頚動脈ステント留置術(CAS)における解剖学的危険因子として、頚動脈の蛇
行が存在する。頚動脈の高度蛇行を伴う病変に対して、血管の直線化を工夫した症
例について報告する。【症例】70歳、男性。肺癌精査で右内頚動脈閉塞症、左内頚
動脈狭窄症(ICS)を指摘された。左ICSは不安定プラークでNASCET98%であった。
頚動脈は高度に蛇行しており、内頚動脈起始部が総頚動脈から横向きに分岐し、狭
窄遠位で鋭角に前方に走行を変えていた。【初回治療】左ICSに対してCASを行っ
た。OPTIMOによる総頚動脈一時遮断下にSpiderFXで病変通過を行い、遠位フィ
ルター保護に切り替えて前拡張まで行った。しかしWallstentが屈曲を超えること
ができず断念した。【再治療】2nd opinionを経て、再度CASを希望された。デバイ
ス誘導には頚動脈の直線化が必要であり、buddy wire techniqueを計画した。
OPTIMOでの遮断下に0.014 inch SpindleXSで病変通過を行うと、tortuosity 28→82
度と直線化が得られ、後のデバイス誘導は容易となった。ステント遠位の短縮化を
避けるべく十分遠位からWallstentを留置した。ステントは当初良好な形状であっ
たが、徐々に屈曲しながら近位端が短縮し、分岐部に横向きに突出する形となった。
SpindleXSをステント内腔に通し、突出したステントを総頚動脈後壁に押しつける
ようにしながら、Wallstentを重ねステント走行を修正した。【結語】頚動脈の高度
蛇行を伴うCASにおいて、SpindleXSを用いたbuddy wire techniqueは、システム
プロファイルも通常と変わらず手技も容易で選択肢の1つとなり得る。しかしステ
ントの挙動を完全に予想することは不可能であり、安易に一般化すべきではない。

10396

DP-29-2
大動脈疾患治療後の症例に対する頸動脈ステント留置術
澤田　佳奈（さわだ かな）1、藤岡　舞（ふじおか まい）1、若林　光（わかばやし ひかる）1、
木野　智幸（きの ともゆき）1、三枝　邦康（さいぐさ くにやす）1

1東京ベイ・浦安市川医療センター

【緒言】大動脈疾患治療後に塞栓性・血行力学性脳虚血をきたし血行再建術が必要
となる場合がある。今回、大動脈疾患治療後の症例に対して当科で施行した頚動脈
ステント留置術(carotid artery stenting：CAS)を後方視的に検討した。【対象と方
法】2017年1月～2020年６月までで当科で施行したCAS32例中5例が大動疾患治療後
であり、これらの症例に対し選択したアプローチや手術方法を検討した。1例はB
型解離保存加療中の症候性内頚動脈狭窄症、4例はA型解離術後（術後２日目まで
の超急性期２例）に解離の頸動脈進展により症候性脳虚血をきたした例で、2例は
弓部置換術後、2例は上行大動脈置換術後であった。【結果】B型解離合併例に対し
ては解離部をさけて頸動脈直接穿刺によるCASを施行した。弓部置換術後の2例で
は総頸動脈の大動脈弓からの分岐が通常よりも尾側でいわゆるType3 Aortaに近い
形状であり、右側病変では上腕動脈アプローチで、左側病変では頸動脈直接穿刺で
CASを施行した。上行大動脈置換術後の2例は大腿動脈アプローチでCASを施行し
たが、1例では大腿動脈真腔を直視下に確認してシースを挿入した。全例合併症な
く治療が遂行可能であった。１例で偽腔へのカテーテル迷入を来したが、カテーテ
ルの走行と血管内エコーを用いることで真腔を捉え直し、特に合併症は生じなかっ
た。【考察・結語】大動脈疾患治療後のCASでは大動脈の状態や術後特有の弓部の
形状に応じてアプローチルートの選択を要し、頸動脈直接穿刺が望ましい例もある。
大動脈の状態により、カテーテルの走行に注意を払うことが必要で、穿刺部の直視
下での確認や血管内エコーの活用により安全に治療が施行できる。

10510

DP-29-1
上腕動脈経由頚動脈ステント留置術におけるtri-axial systemによる
6-Frenchガイディングシースの誘導
坂本　繁幸（さかもと しげゆき）1、岡崎　貴仁（おかざき たかひと）1、
細貝　昌弘（ほそがい まさひろ）1、田口　慧（たぐち あきら）1、
前田　雄洋（まえだ ゆうよう）1、飯田　幸治（いいだ こうじ）1

1広島大学病院�脳神経外科

【目的】上腕動脈アプローチで頚動脈ステント留置術（CAS）を行う場合、まずは
ガイディングカテーテル8Fr（シース6Fr）を総頚動脈に誘導・留置することが重要
である。上腕動脈アプローチでのCASを行う際に、我々が行っているtri-axial 
catheter systemによるガイディングシースの誘導法を報告する。

【対象と方法】2014年6月から2020年6月までに上腕動脈経由CASを行った 46例を対
象とした。（右側）6Fr.ガイディングシース（FUBUKI）＋6Fr.ガイディングカテー
テル（Cerulean）＋4Fr.シモンズ型診断カテーテル のtri-axial catheter systemで、
右総頚動脈に6Fr.ガイディングシースを誘導・留置した。（左側）6Fr.シモンズ型
ガイディングシース（Axcelguide）＋6Fr.シモンズ型ガイディングカテーテル

（ENVOY or SlimGuide）＋4Fr.シモンズ型診断カテーテル のtri-axial catheter 
systemで、左総頚動脈に6Fr.ガイディングシースを誘導・留置した。6Fr.ガイディ
ングシースを目的総頚動脈に留置後は、プロテクションデバイスを高位内頚動脈へ
誘導し、distal protection下に、前拡張、ステント留置、後拡張を行った。

【結果】全例で上腕動脈経由でガイディングシースを総頚動脈（右側：24例、左側：
22例）に誘導することができた。手技中、器具誘導（IVUSプローブ、前拡張バルー
ン、頚動脈ステント、後拡張バルーン）の際にガイディングシースは大動脈への脱
落なく、安定して、CASが可能であった。

【結論】上腕動脈経由CASに際し、tri-axial catheter systemによるガイディング
シースの総頚動脈への誘導・留置法は有用であった。
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DP-29-8
バルーン付きガイディングカテーテルを用いた経上腕動脈アプローチ
による頸動脈ステント留置術：8Fr Optimoを用いたシースレス法の
1例
大石　正博（おおいし まさひろ）1、上出　智也（かみで ともや）1、
宇野　豪洋（うの たけひろ）1、吉川　陽文（よしかわ あきふみ）1、
見崎　孝一（みさき こういち）1、中田　光俊（なかだ みつとし）1

1金沢大学�脳神経外科

【はじめに】9Fr OPTIMOを用いたシースレス法による経上腕動脈アプローチ頸動
脈ステント留置術（TB-CAS）の有用性が報告されている。2020年5月より8Fr 
OPTIMOに適合するダイレーター：TMPダイレーター1（東海メディカルプロダク
ツ）が使用可能となった。8Fr OPTIMOを用いたシースレス法によるTB-CASを
行った症例を提示する。【症例】78歳男性。既往歴に、ASO、右大腿動脈閉塞、左
大腿部切断、喉頭癌に対して頚部放射線治療後があった。進行性右内頚動脈狭窄症
を認め治療介入した。【治療】右上腕動脈に4Fr ショートシースを挿入後、カテー
テル交換法でプレダイレーターで穿刺部を拡張した。8Fr OPTIMOの内腔にロング
ダイレーターであるTMPダイレーター1を用いて、OPTIMOを右鎖骨下動脈に誘
導した。ロングダイレーターを抜去し、5Fr SY2、Halfstiffラジフォーカスガイドワ
イヤ 0.035inch 260cmで5Fr SY2を右総頚動脈へ誘導した。OPTIMOが追従できず、
ガイドワイヤをAmplatz Extra Stiff Wire 0.035inch 260cmに変更し、OPTIMOを
右総頚動脈に留置できた。OPTIMOをinflationし、FilterWire EZを通過させ、
Sterling 3.5×3mmで前拡張、Wallstent 10×24mmを留置、Sterling 4.5×3mmで
後拡張、Filterwire EZを回収し終了した。穿刺部は6Frショートシースに入れ替え、
病室に帰室後用手圧迫で止血した。【結語】8Fr OPTIMOに適合するダイレーター
が使用可能となったことで、穿刺部を小径化することができた。本法は6Frのガイ
ディングシースと同径で、proximal protectionを可能とするため、大腿動脈からの
アクセス困難かつ遠位塞栓発症リスクの高い症例に対して考慮しても良い方法であ
る。

10546

DP-29-7
総頚動脈穿刺による頚動脈ステント留置術の一例
園部　真也（そのべ しんや）1、新妻　邦泰（にいづま くにやす）1、
遠藤　俊毅（えんどう としき）1、冨永　悌二（とみなが ていじ）1

1東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

【はじめに】
大腿動脈穿刺や上腕動脈穿刺では脳血管への到達が困難な場合の代替手段に、総頚
動脈穿刺がある。総頚動脈穿刺による頚動脈ステント留置術の一例を経験したので、
症例から考察されるtips & pitfallsを報告する。

【症例】
68歳、男性。大動脈解離の既往があり、左総頚動脈起始部から胸部大動脈にかけて
大動脈ステントが留置されている。下咽頭癌に対して頚部に放射線照射歴がある。
無症候性の左頚部内頚動脈狭窄を指摘され、エドキサバンとジピリダモールの内服
下に経過観察されていた。半年後に狭窄の進行と脳血流量の低下を認め、アスピリ
ンとクロピドグレルを追加し頚動脈ステント留置術を施行した。ハイブリッド手術
室で全身麻酔科に左頚部を小切開し、左総頚動脈を露出してシースを留置の上、シー
スを介してリージョンクロス、ディスタルプロテクション、前拡張、ステント留置、
後拡張、飛散プラーク除去を行った。その後シースを抜去し、刺入部は巾着縫合で
閉鎖した。術後経過は良好で、穿刺関連の出血性合併症は無かった。

【考察】
総頚動脈穿刺で頚動脈ステント留置術を行う場合、より尾側を穿刺する意識が必要
であり、プロキシマルプロテクションを行う場合はなおさらである。シースのみで
はデバイスの取り回しが不便であるため、ガイディングカテーテルの使用が望まし
いが、その分だけ穿刺部の孔は大きくなる。プロキシマルプロテクションを行わな
い場合はガイディングシースが有効かもしれない。出血の管理は経皮的な穿刺より
も小切開下の穿刺の方が確実である。小切開した場合、シースは皮膚を貫通した上
で血管に刺入すると安定しやすい。

10858

DP-29-6
当院における上腕アプローチによるCAS ～ピッグテールカテーテル
の有用性と安全性～
福井　一生（ふくい いっせい）1、飯田　悠（いいだ ゆう）1、
河原　庸介（かわはら ようすけ）1、森　健太郎（もり けんたろう）1、
野村　素弘（のむら もとひろ）1

1横浜栄共済病院脳神経外科

【緒言】CASにおいて当院では患者の負担を減らすため可能であれば上腕アプロー
チを選択する事が多い。しかし総頚動脈の分岐角によっては難渋する事もある。我々
はPigtail catheter (PTC)を用いてスムーズにガイディングカテーテルを総頚動脈に
誘導できた症例を経験した。上腕アプローチにおけるPTCの有用性と安全性に関し
て検討した。【方法】上腕アプローチによるCAS症例で、PTCを使用した群をP群、
使用しなかった群をno P群と分類した。手術の完遂、手術時間、放射線照射時間、
術後のDWI高信号の有無、合併症に着目し検討した。【結果】P群は5例（男性5例、
平均年齢79.8歳）、no-P群は6例（男性6例、平均年齢80.5歳）であった。両群とも全
例で計画通りにCASを完遂する事ができた。平均手術時間はP群で68分、no P群
で77分、照射時間はP群で29分、no P群では33分で、いずれもP群で短い傾向に
あった。術後のDWI高信号はP群で2例、no-P群で4例、P群で過灌流症候群が1例
あった。【代表症例】75歳、男性。右内頚動脈の偽閉塞による脳梗塞と診断された。
胸部大動脈ステントグラフト術が施行されていたため右上腕アプローチによるCAS
を試みた。しかし総頚動脈の分岐が急峻でガイドワイヤーで総頚動脈を選択できな
かった。先に4Fr PTCを総頚部動脈に引っかける事により、ガイドワイヤーを外頚
動脈まで挿入する事ができた。それに沿わせてガイディングカテーテルを総頚動脈
に留置しCASを完遂する事ができた。【考察】PTCは特徴的な形状をしているため、
うまく使えば急峻な角度の血管にも短時間および安全にデバイスを誘導する一助に
なりうる。アプローチ方法に関して、次の一手を持つ意義は大きいと考えられる。

10473

DP-29-5
経撓骨動脈アプローチでの大動脈弁サポートの有用性
宇野　健志（うの たけし）1,2、庄島　正明（しょうじま まさあき）3、
大山　裕太（おおやま ゆうた）1、宮本　倫行（みやもと みちゆき）1、
山根　文孝（やまね ふみたか）1、松野　彰（まつの あきら）1

1帝京大学医学部脳神経外科、2野猿峠脳神経外科病院、
3埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

【目的】橈骨動脈アプローチは大腿動脈アプローチに比べて出血性合併症も少なく、
循環器内科領域では虚血治療の第一選択として用いられるアプローチである。しか
し、脳神経外科領域ではまだそれほど広く用いられているとは言えない。橈骨動脈
アプローチを選択しない理由として、誘導困難例があることもひとつの要因と考え
られる。実際、大動脈弓や腕頭動脈、総頸動脈の分岐形状や動脈硬化によっては、
J字にshapeされたカテーテル形状を利用した総頸動脈への誘導が困難なことがあ
る。我々はカテーテル誘導困難例に対して、大動脈弁を支えに頸動脈へ誘導、留置
することで安定した手技を行えている。我々の行っている、大動脈弁サポートでの
撓骨動脈アプローチの手術手技の有用性を評価する。

【方法】2015年6月から2020年5月まで、野猿峠脳神経外科病院で演者がCASを行っ
た連続症例を対象とした。橈骨動脈経由を第一選択とし、通常のガイディングシー
ス誘導が困難であった例に大動脈弁サポートを用いて総頸動脈へ誘導し治療した。

【結果】目的の総頸動脈まで、ガイディングシースの長さが足りない例がみられた
が、総頸動脈へ誘導できた例では全例で手技を完遂できた。治療後の新たな不整脈
や心エコー検査での異常は認めていない。

【結語】撓骨動脈アプローチにおける大動脈弁サポートは、カテーテル誘導困難例
での治療に有用な手技である。総頸動脈までの距離によっては、カテーテルの長さ
が足りなくなる可能性がある。
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DP-29-12
低透視パルスレート下での頚動脈ステント留置術
清水　豪士（しみず たけし）1、豊田　真吾（とよた しんご）1、
村上　知義（むらかみ ともあき）1、末松　拓也（すえまつ たくや）1、
和田　雄樹（わだ ゆうき）1、中河　寛治（なかがわ かんじ）1、森　鑑二（もり かんじ）1、
瀧　琢有（たき たくゆう）1

1関西労災病院

【目的】透視パルスレートを標準設定よりも下げた状態での脳血管内治療において、
安全性を担保しつつ被曝量低減を達成できたか後方視的に解析した。【対象・方法】
2014年8月から2019年8月までに計100例に対して頸動脈ステント留置術を施行した。
2017年6月までは標準通りの7.5f/sのパルスレートで施行し、2017年7月からは4f/s
のパルスレートで手術を施行した。全症例に対して、透視時間、面積線量（DAP）、
Air Kerma（AK）を測定した。また、手術成績に関与しうる項目として、年齢、狭
窄度（NASCET）、病変の左右、症候や不安定プラーク・高血圧・糖尿病の有無、
手技のおけるFlow reversalや前前拡張の有無、術者の経験年数なども確認した。得
られた結果を統計学的に検討した。【結果】多変量解析にてパルスレートと透視時
間のみ統計学的有意に被曝量に関与することが示唆された。7.5f/s群ではAKが平
均773.2 (±85.0) mGyであったのに対し4f/s群では395.2 (±36.9) mGyで、統計学的
有意に4f/s群で低減していた（p＜0.001）。また、透視時間も2群で有意差なく、透
視時間に関与するのは前前拡張のみで、パルスレートの関与は認めなかった。また、
無症候性梗塞に関与するのは、狭窄度のみでパルスレートの統計学的有意な関与は
認めなかった。【考察】今回の解析結果においては臨床的経験に矛盾しない結果が
得られた。パルスレートを下げたとしても、透視時間や安全性に影響を与えなかっ
た。また、低パルスレート群では大幅に被曝量を低減できた。【結論】大血管に対
する脳血管内治療においては、透視パルスレートを下げることで、安全性を担保し
つつ被曝量を低減させることができる。

10059

DP-29-11
可動性プラークを有する症候性頚動脈狭窄症に対して、エコーガイド
下CASを施行した2例
田中　潤（たなか じゅん）1、濱口　浩敏（はまぐち ひろとし）2、
川村　浩平（かわむら こうへい）1、嶋崎　智哉（しまさき ともや）1、
山本　大輔（やまもと だいすけ）1、三宅　茂（みやけ しげる）1

1北播磨総合医療センター脳神経外科、2北播磨総合医療センター脳神経内科

【諸言】可動性プラークを伴う症候性内頚動脈狭窄症に対して、緊急でエコーガイ
ド下頚動脈ステント留置術（CAS）を施行し、良好な経過を得た2例を経験したの
で報告する。【症例1】84歳、男性。左大脳半球に散在性の急性期脳梗塞で発症。頚
動脈エコーで、左総頚動脈・内頚動脈分岐直近に可動性プラークがあり、再発予防
のため緊急でCASを企図した。proximal protection・エコーガイド下に可動性プ
ラークの位置を確認しながらlesion crossし、合併症なくCASを施行できた。【症例
2】78歳、男性。左大脳半球に散在性の急性期脳梗塞で発症。左内頚動脈起始部に
可動性プラークを認めた。総頚動脈の蛇行が強かったが、エコーで可動性プラーク
に干渉しないか確認しながら0.035ワイヤーとインナーカテーテルを外頚動脈遠位ま
であげ、ガイディングカテーテルを誘導できた。同様にproximal protection・エ
コーガイド下可動性プラークの位置を確認しながら、合併症なくCASを施行でき
た。【考察】エコーガイド下にCASを行う利点として、可動性プラークの局在をエ
コーで明瞭に描出しそれを避けながらのlesion crossが可能、遠位塞栓をきたす可
能性のある造影剤圧入を行わずにlesion crossが可能、総頚動脈のみを遮断した
proximal protectionで内頚動脈の逆流を判定が可能であるという点がある。エコー
ガイド下に可動性プラークをリアルタイムに観察しながらCASを施行することで、
術中の遠位塞栓を予防しながら治療が可能であり、有効な治療手段であると考えら
れた。

10538

DP-29-10
非造影エコーガイド下で一期的に両側の頚動脈ステント留置術を施行
した1例
上出　智也（かみで ともや）1、見崎　孝一（みさき こういち）1、
吉川　陽文（よしかわ あきふみ）1、宇野　豪洋（うの たけひろ）1、
中田　光俊（なかだ みつとし）1

1金沢大学脳神経外科

【はじめに】近年では造影剤を使用せずエコーガイド下に頚動脈ステント留置術
（carotid artery stenting：CAS）を施行する手法や、両側頚部頚動脈狭窄症に対す
る一期的CASの有用性、安全性についての報告が見られるようになっている。造影
剤アレルギーがあり、急速に狭窄が進行している両側頚部頚動脈狭窄症に対し、エ
コーガイド下に両側同時CASを施行した症例を経験したため報告する。【症例】74
歳男性、中咽頭癌に対する放射線治療歴があり、放射線治療に起因する下顎骨骨髄
炎の観血的加療後、創部感染のため長期間排膿が持続した既往がある。左不全麻痺
で脳梗塞を発症し、左総頚動脈、右頚部内頚動脈の高度狭窄が指摘された。3DCTA
のために造影剤を使用した際にアナフィラキシーショックを発症したため、内科的
治療が選択された。その後の経過でも脳梗塞を繰り返し、頚動脈エコーで特に左総
頚動脈病変の急速な狭窄進行を認めたため、非造影エコーガイド下で両側同時CAS
を施行した。8Fr Optimoを総頚動脈に留置、近位遮断を行いながらエコーガイド
下にマイクロガイドワイヤー（CHIKAI）のlesion crossを行い、Spiderでdistal 
protectionを行った。前拡張、ステント留置、後拡張のいずれもエコーガイド下で
positioningを行った。両側とも同様の手技で問題なくCASを施行でき、術後経過も
良好で新たな神経学的所見の出現なく自宅退院となった。【考察】狭窄部の通過や
ステントなどのpositioningにエコーは非常に有用であり、両側同時でも問題なく遂
行できた。造影剤が使用できず、頚動脈内膜剥離術もhigh riskな症例では有効な手
法であると考えられる。

10258

DP-29-9
超音波と透視を併用した造影剤を体内投与しない頚動脈ステント留置
術
錦古里　武志（きんこり たけし）1、渡辺　賢一（わたなべ けんいち）2、
加藤　直毅（かとう なおき）1

1岡崎市民病院脳神経外科、2岡崎市民病院放射線科

【目的】ヨード造影剤アレルギーや高度腎機能障害を有する頚動脈狭窄症に対して、
造影剤を体内投与せず超音波と透視下に頚動脈ステント留置術CASを施行した3症
例を経験したので、当院での経験や工夫などを含めて報告する。【手技】術前にMRA
または単純CTで病変部とアクセスルートの評価を行う。MRAの側面像で病変部と
椎体との位置関係を把握しておく。単純CTでのプラーク石灰化は、透視像で病変
部のメルクマールとなる。術中の超音波画像を血管撮影モニターに写すことにより、
術者は透視像と超音波画像を大きな視線移動なく視認することが可能である。超音
波技師は1名がプローブ操作を行い、もう1名が超音波装置の操作を行うことで、円
滑な作業が可能である。ガイディングカテーテルの誘導、病変通過、遠位塞栓防止
デバイスの展開、前拡張、ステント留置、後拡張の全ての段階で超音波と透視を駆
使することで、通常のCASとほぼ同等の手技が可能である。透視で視認するために
バルーン内には造影剤が必要であるが、破損による漏れのない限りは体内に投与さ
れることはない。【結果】Distal balloon protectionが1例、distal filter protectionが
2例で、3例全例でステント留置に成功し良好な拡張が得られた。【考察】血管造影
像がなくても、超音波によりリアルタイムに病変通過や拡張の具合、血流変化を確
認することができる。術者は超音波画像に慣れておくこと、技師は手技の流れを把
握してくことが重要である。しかし複雑な病変や超音波で病変部を描出しにくい症
例では本法の適用は難しいかもしれない。【結語】造影剤投与が不可能な症例でも、
超音波像や透視像を駆使することで、CASを施行可能であった。
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10549

DP-30-4
DAPTとDOAC投与中にびまん性肺胞出血を生じた内頚動脈狭窄症
の1例
藤村　直子（ふじむら なおこ）1、水田　滋久（みずた しげひさ）2、
廣畑　優（ひろはた まさる）3

1済生会二日市病院脳神経外科、2済生会二日市病院脳神経内科、
3久留米大学医学部脳神経外科

【目的】びまん性肺胞出血（DAH）は重症呼吸不全を起こす高死亡率の稀な病態で
ある。自己免疫疾患による二次性が多いが、薬剤性も報じられている。今回pafを
合併した内頚動脈狭窄のステント治療を予定して抗血栓薬3剤投与後にDAH を生じ
た一例を経験したので報告する。【症例】82歳、男性。無症候性右頚動脈狭窄のた
めMRAフォロー中だった。狭窄が進行し、末梢部の血流低下を認めた。頚部脊柱
管狭窄・高位病変であり、CASを予定し、DAPTを開始、術前検査でpafあり、
DOACも開始された。投与開始から10日後に呼吸困難が出現し、当院ERを受診、
X-Pで両側肺野にスリガラス陰影を認め、肺炎の診断で入院となった。翌朝喀血あ
り、胸部CTで肺胞出血と診断、抗血栓薬は全て中止された。ステロイドパルスが
行われた。自己免疫疾患のマーカーは陰性であり、抗血栓薬によるDAHと考えら
れた。入院から10日後に左上肢脱力を自覚、MRI,MRAで狭窄の進行と急性期梗塞
を認めた。肺病変は小康状態であったため、オザグレルの点滴、EPAの内服開始。
1週間後のDWIで梗塞が増えており、クロピドグレルを再開始した。DAPTにしな
いため、ステントは使用せず狭窄部のPTAのみをstagedで行った。Pafをくりかえ
しており、DOACを再開始、廃用障害のためリハビリ目的に転院となった。【考察】
本症例は抗血栓薬3剤による薬剤性DAHと考えられた。文献的には抗血栓薬の単剤
投与でも報告がある。安全性を考慮して、DOACはCAS後に開始すべきであった。

【結論】Pafを合併したCAS治療予定で開始された多剤抗血栓薬によるDAHの一例
を報告した。特に高齢者では血管内治療周術期の安全な抗血栓療法を計画する必要
がある。

10532

DP-30-3
CAS後に外頚動脈経由の塞栓が原因で網膜動脈閉塞症をきたした4症
例
光武　尚史（みつたけ たかふみ）1、門岡　慶介（かどおか けいすけ）1、
田中　美千裕（たなか みちひろ）1

1亀田総合病院脳血管内治療科

CASの術後合併症として、網膜動脈閉塞症はよく知られている。一方で、外頚動脈
経由の塞栓が原因で同症状が生じることはまれであると考えられている。2007年か
ら2020年の間に当施設で行われたCAS 240例中､ 病変から栓子が外頚動脈を経由し
て眼動脈へ迷入して症候性の網膜動脈閉塞症をきたしたと考えられる4症例(1.7%)を
経験した。4症例とも術前1週間前よりDAPTを内服し、Carotid Guard Wireを用い
たdistal balloon protection下にCASを施行した。どの症例も術後のMRI　DWIに
おいて頭蓋内に新たな虚血性所見は認めなかった。網膜動脈閉塞症の症状は術直後
に出現したものが3症例、術後10時間程度経過して出現したものが1症例あり、眼科
の診察にて網膜動脈閉塞症との診断に至った。4症例のうち3症例は術前の脳血管撮
影で内頚動脈から眼動脈の分岐は認めず、残りの1症例については内頚動脈から分
岐する眼動脈は認めたものの、網膜動脈への還流は外頚動脈からが主体であった。
これら症例をもとに、術前精査において内頚動脈から分岐する眼動脈がないものや、
また乏しいものについては、術後に外頚動脈経由の塞栓が原因で網膜動脈閉塞症を
生じるリスクがあるため、外頚動脈へのdebrisの流出を防ぐ必要があると考える。
特にCarotid Guard Wireを使用する際はproximal protectionまたはflow reversal
が必要であると考えられ、当院での取り組みも踏まえ報告する。

10477

DP-30-2
透析患者において頸動脈ステント留置術2ヶ月後に脳出血を認めた1
例
片桐　彰久（かたぎり あきひさ）1、梶本　隆太（かじもと りゅうた）3、
熊川　貴大（くまがわ たかひろ）3、梅沢　武彦（うめざわ たけひこ）2、
須磨　健（すま たけし）3、渋谷　肇（しぶや ただし）1

1東京曳舟病院脳神経外科、2相模原協同病院�脳神経外科、3日本大学�脳神経外科

頸動脈ステント留置術(CAS)後の出血は通常、12時間以内と言われ、1ケ月以降に出
血する例は稀とされている。我々は、内頚動脈高度狭窄例に対してCASを施行し、
2ヶ月後に頭痛、くも膜下出血、右前頭葉皮質下出血を認めた症例を経験したので
報告する。症例は78歳男性。慢性腎不全のため血液透析中で平成29年4月ふらつき
の精査で右内頸動脈の狭窄を認め、当科へ紹介となった。脳血管造影で右内頸動脈
に90%狭窄を認め、頭蓋内血管に著明な描出遅延がみられ、対側造影でも明らかな
cross flowはなかった。頭部MRIで右放線冠に陳旧性梗塞を認めた。術前にSPECT
によるCVR評価はできなかった。平成30年2月全身麻酔下にdistal filter protection
で右CASを施行した。術直後には神経学的な異常所見は認めず、ふらつきは軽快し
た。術後は厳重な血圧管理を行っていたが、術後4日目に頭痛、痙攣を生じた。ADC 
map・頭部MRI(FLAIR)で右前頭葉・側頭葉にHIAを認めた。脳血管造影では、ス
テントには明らかな異常所見は認めなかったが、頭蓋内血管の描出は良好で過灌流
症候群と考え、deep sedation、血圧管理、抗痙攣薬内服で治療した。ADLはfull 
recoveryで自宅退院となった。血液透析維持で血圧は160mmHgと高めに管理し、
follow-up MRIの所見は残存していた。術後63日目、朝から頭痛出現し、透析開始
30分後に意識レベルの低下を認めた。頭部CTで右前頭葉皮質下出血、くも膜下出
血を認めた。脳血管造影では、ステントには問題なく、明らかな出血源も認めな
かった。今回我々は透析患者において、頸動脈ステント留置術を施行した約2ヶ月
後に非典型的な脳出血を認めた1例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

10157

DP-30-1
頚動脈ステント留置術後にOpen-cellステントが滑落した一例
遠藤　英樹（えんどう ひでき）1、石塚　智明（いしづか ともあき）1、
村橋　威夫（むらはし たけお）1,2、松田　萌（まつだ めぐみ）1、
野村　亮太（のむら りょうた）1、森　大輔（もり だいすけ）1、荒　清治（あら せいじ）1、
伊東　民雄（いとう たみお）1、鷲見　佳泰（すみ よしひろ）1、岡　亨治（おか こうじ）1、
中村　博彦（なかむら ひろひこ）3

1中村記念南病院脳神経外科、2滝川脳神経外科病院脳神経外科、
3中村記念病院脳神経外科

【はじめに】頚動脈ステント留置術後にClosed-cellステントが短縮・滑落すること
は過去に報告されているが、Open-cellステントの移動（滑落）は非常に稀である。
今回、われわれは頚動脈ステント留置術後にOpen-cellステントが滑落した一例を
経験したため、報告する。

【症例報告】約10年前に舌癌に対して放射線治療歴のある70歳代男性。一過性の左
上肢麻痺が出現した。近医を受診し、一過性脳虚血発作と診断された。右頚部内頚
動脈に高度狭窄病変を認めたため、当院へ紹介となった。右頚部内頚動脈狭窄症(症
候性，放射線治療後)に対して頚動脈内膜剥離術を施行した。術後半年で手術部の
遠位端に再狭窄を認めたため、頚動脈ステント留置術を施行した。Carotid 
GUARDWIRE PSによるDistal balloon protection下にProtege RX 径10-7 mm 長
さ40 mmを展開・留置した。最狭窄部を中心に内頚動脈限局で留置し、良好な拡張
を得た。術中・術後とも新たな神経症状は認められなかった。ステント留置術後2
日目、頚椎X線撮影でステントが近位側へ移動(滑落)していた。頚動脈超音波検査
およびCTA検査で狭窄部は拡張され、ステントで覆われていることを確認し、経
過観察の方針とした。ステント留置術後6ヶ月で施行した頚動脈超音波検査および
脳血管造影検査では再々狭窄なく、ステント位置も安定していた。

【結語】頚動脈ステント留置術後早期にOpen-cellステントが滑落した一例を報告し
た。留置したステントの移動（滑落）はOpen-cellステントでも起こり得る。本症
例は通常の動脈硬化性病変と異なり、放射線治療後，頚動脈内膜剥離術後の再狭窄
といった要因があるため、それらがステントの移動に関与している可能性がある。
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10375

DP-30-8
脳血管内治療の際に見られる血清アミラーゼ上昇についての検討
畑岡　峻介（はたおか しゅんすけ）1、田中　悠介（たなか ゆうすけ）1、
石川　駿（いしかわ しゅん）1、佐藤　来紗（さとう らいさ）1、
関口　徳朗（せきぐち とくのり）1、野田　尚志（のだ なおや）1、
瓜生　康浩（うりゅう やすひろ）1、谷野　慎（たにの しん）1、岡田　富（おかだ とむ）1、
宮原　宏輔（みやはら こうすけ）1

1独立行政法人国立病院機構横浜医療センター�脳神経外科

【はじめに】頸動脈ステント留置術(CAS)後に急性膵炎を併発しステント閉塞を来し
た症例を経験した。脳血管内治療後に血清アミラーゼが上昇する場合は稀ながら認
めることがある。症例を提示し当院での血清アミラーゼの傾向および文献的考察を
報告する。

【症例】67歳男性。無症候性脳梗塞の精査で見つかった右内頸動脈狭窄症(NASCET 
73%)に対してCASを施行した。頸部MR I(T1BB法)高信号でsoft plaqueが予想さ
れたため closed-cell stent を留置した。術中 plaque protrusion は認めず Distal 
protectionで使用したFilterもdebrisは回収されなかった。術後５日目朝食後から
腹部違和感があったが軽度のため予定通り退院とした。しかし退院当日昼食後から
腹部不快感悪化・吐気・呼吸苦が出現、夕方から左上肢麻痺・構音障害が出現し救
急搬送された。脳血管撮影で留置ステント内の閉塞を認めPTA、ウロキナーゼ動
注、アルガトロバン静注など併用したが再閉塞してしまうためclosed-cell stentで
stent-in-stentingし終了した。術後採血で膵アミラーゼ・肝胆道系酵素上昇認め急
性膵炎と診断された。

【考察】　本症例は病歴から急性膵炎を起こした後にステント閉塞をきたした可能性
が考えられた。急性膵炎を起こした場合、全身炎症反応性症候群(SIRS)を来たし炎
症性サイトカインにより全身性に炎症が波及する。その結果、局所的血栓形成傾向
になりステント閉塞などのリスクになると予想される。脳血管内治療を行う際に血
清アミラーゼに注目することは少ないが今回の症例の様な経過を辿る可能性もあり
当院での血清アミラーゼの傾向および文献的な考察を報告する。

10359

DP-30-7
頚動脈ステント留置術で生じた対側内頚動脈、椎骨脳底動脈領域の虚
血性病変の検討
鈴木　宰（すずき おさむ）1、福岡　俊樹（ふくおか としき）1、松尾　衛（まつお まもる）1、
武藤　学（むとう まなぶ）1、鈴木　啓太（すずき けいた）1、
太田　佑資（おおた ゆうすけ）1、脇坂　憧子（わきさか しょうこ）1

1名古屋掖済会病院

　(はじめに)　頚動脈ステント留置術（CAS）の際に対側内頚動脈領域や椎骨脳底
動脈領域に虚血性病変が出現することはしばしば経験される。今回、その背景因子、
特徴などをretrospectiveに検討した。(対象)　2008年4月から2020年6月まで当院で
施行したCAS連続266病変のうち、術後急性期にMRIを施行していない症例、緊急
で施行した例などを除いた247病変を対象とした。 (結果)　男性186例207病変、女
性37例40病変、平均年齢は72.7歳であった。247病変中50病変で術後のMRI上対側
内頚動脈、椎骨脳底動脈領域に虚血性病変を認めた。症候性はこのうち2例で1例は
一過性であったが、1例は永続性の合併症となった。また、大腿動脈経由で治療し
た177例のうち21例(11.2%)に認めたが、上腕動脈経由で治療した70例では29例(41.4%)
に認めた。多変量解析にて大動脈弓部の分枝がtype IIIの場合(OR 1.81, p=0.0015)、
上腕動脈経由で施行した場合(OR 4.06, p=0.00032)に有意に多く出現し、CASを施
行した領域での虚血性病変の出現と有意に相関した(OR 2.3, p=0.023)。 (結語)　CAS
の際に生じる他の血管支配領域の虚血性病変は大動脈弓部の分枝の形状と関係し、
虚血性合併症の原因のひとつになりえる。Approach routeとの相関があり、CAS
の際には留意が必要と考えられた。また、CASを施行した血管支配領域に生じた虚
血性病変の原因の一部は他の血管支配領域の虚血性病変と同じ可能性が示唆され
た。
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DP-30-6
術中にFilterWireが滑落した放射線加療術後の頸動脈狭窄の一例
末松　拓也（すえまつ たくや）1、清水　豪（しみず たけし）1、
村上　知義（むらかみ ともあき）1、和田　雄樹（わだ ゆうき）1、
中河　寛治（なかがわ かんじ）1、豊田　真吾（とよた しんご）1、森　鑑二（もり かんじ）1、
瀧　琢有（たき たくゆう）1

1関西労災病院脳神経外科

頸部内頚動脈狭窄症において、頸動脈内膜剥離術(CEA)の危険因子を持つ症例に対
しては頸動脈ステント留置術(CAS)が推奨されている。血管内治療の普及に従い、
CEAハイリスク症例に対するCASは増加傾向にあるが、術中合併症の報告は多く
はなく、トラブルシューティングの共有が必要である。CASの手技中においてシス
テムが滑落し、対応に難渋した症例について報告する。80歳男性、X-6年に右脳梗
塞の既往あり、近医にてX-1年にMRA施行された。右内頚動脈起始部に不安定プ
ラークを伴う高度狭窄(NASCET 77%)を指摘された。喉頭がんに対して放射線治療
の既往あり、CEAのハイリスク群としてCASの方針となった。右大腿動脈より9Fr 
OPTIMOを右CCAに留置し、Filter wire EZ(FW)をICA petrous portionに展開し
たが、CCA起始部の強い蛇行は進展されずシステムの誘導に難渋した。その後、
WALLSTENT 10×31mmを誘導中にOPTIMOが大動脈に脱落し、FWもICA狭窄
部近傍まで滑落し挙上困難となった。左大腿動脈より新たにOPTIMOを右CCAに
留置し、Guardwire(PS)を右ECAに留置した。新たなPSでFWとICAの間隙の通
過を試みたが困難であった。CHIKAIにて通過できたため、右ICA Cavernous 
portionにScepter XCを誘導し、ICAのFlowを遮断した状態で、FWを抜去した。
改めてICA cavernous portionにPSを留置し、ICAをFull protectionした状態で最
初よりもサイズを下げたWALLSTENT 10×24mmを2枚留置することができた。放
射線術後の頸動脈は進展性が制限されていることがあり、Embolic protection device
の脱落に備え、できるだけ遠位に留置する必要がある。ステントの誘導が困難な場
合、stent sizeを下げることで手技を完遂しうる。
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DP-30-5
頚動脈ステント留置術後の脳血管攣縮
三浦　伸一（みうら しんいち）1、今堀　太一郎（いまほり たいちろう）1、
杉原　正浩（すぎはら まさひろ）1、溝部　敬（みぞべ たかし）1、
相原　英夫（あいはら ひでお）1

1兵庫県立姫路循環器病センター

[目的]頚動脈ステント留置術後の脳血管攣縮2症例を報告する.[症例1]75歳男性.無症
候性の不安定プラークを伴った左頚部内頚動脈狭窄症.局所麻酔下にFilterWire EZ
およびopen cell stentを使用して頚動脈ステント留置術(CAS)を行った.術中及び術
直後には神経脱落症状を認めなかったが,術後９時間で意識障害(JCS30),右片麻痺,
全失語症状が出現した.MRIでは新規の梗塞は認めないものの,左中大脳動脈(MCA)
の血流信号は著明に低下していた.CT灌流画像では左大脳半球に広範な血流低下を
認め,脳血管造影では左MCA(M2)以遠でびまん性に血管が狭小化しており,血管攣
縮と思われた.保存的加療で術後48時間頃から症状は改善し,MRIでは新規梗塞なく
MCAの描出も良好になった.mRS 1で退院した.[症例2]77歳男性.無症候性の不安定
プラークを伴った右頚部内頚動脈狭窄症.心房細動に対し抗凝固療法中であった.症
例1と同様のシステムでCASを行った.術中の前拡張時より意識障害(JCS30)左片麻
痺,左半側空間無視が出現し,術後9時間でさらに意識障害はJCS100まで増悪し
た.MRIでは右の微小梗塞の新規出現を認めるのみであったが,右MCAの血流信号
が著明に低下し,ASLでは右MCA,前大脳動脈(ACA)領域の広範な低灌流を示し
た.保存的加療で術後37時間頃より症状は消退傾向を示し,MRIでは右MCAの血流
信号の改善を認めたが,ASLでは右MCA,ACA領域は一転して広範な過灌流に転じ
ていた.mRS 4でリハビリ転院した.[結論]CAS後の脳血管攣縮には炎症性サイトカ
インの関連が示唆される.不安定プラークに対してfilter protection deviceを使用し
た場合にそのリスクが上がる可能性がある.早期診断にはCTやMRIでの灌流画像
が有用である.



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 79

10822

DP-31-4
当院における過灌流症候群高リスクの頸動脈狭窄症に対する段階的血
行再建術の成績
大原　浩司（おおはら ひろし）1、伊藤　靖（いとう やすし）2、
北澤　圭子（きたざわ けいこ）2、下畑　光輝（しもはた みつてる）1、
小山　京（こやま みやこ）2、渡部　裕美子（わたなべ ゆみこ）3、
田中　一（たなか はじめ）1

1信楽園病院脳神経内科、2信楽園病院脳神経外科、3信楽園病院リハビリテーション科

目的：過灌流症候群(HPS)のリスクが高い症例に対して、段階的血行再建術(staged 
angioplasty)を行うことがHPSの発症予防に有効であることが示唆されているが十
分な科学的根拠はなく、長期的な予後はわかっていない。今回我々は、staged 
angioplastyの有効性と安全性を後方視的に検討した。方法：2019年4月～2020年6月
に、当院でHPSの高リスク症例に対して、staged angioplastyを行った症例を対象
とした。治療対象は、ダイアモックス負荷脳血流シンチグラフィー(SPECT)でPowers 
stage 2に相当する頸動脈狭窄症とし、初回血管形成術(PTA)後全例でSPECTを再
検した。術前より抗血小板薬2剤(DAPT)を開始しその後も継続した。HPSの頻度、
周術期合併症、再狭窄、虚血性脳卒中、出血性合併症、長期的な転帰への影響を後
方視的に評価した。結果：staged angioplastyを施行した症例は4例であった。治療
部位としては頸部内頸動脈(左/右)が4例(2/2)であった。いずれもHPSを発症した
症例はいなかった。観察期間は1～11ヶ月間であり、PTAとCASとのintervalは3
～4週間であった。再狭窄・虚血性脳卒中は術後2ヶ月目で1例(25.0%)に認めたが抗
血小板薬に抵抗性を認め、その影響が疑われた。PTA後のSPECTではいずれも脳
循環予備能(CVR)は改善していた。全ての症例で周術期合併症・出血性合併症・死
亡を来した症例は認めなかった。結論：HPS 高リスク群に対しての staged 
angioplasty は、術後安静時脳血流量(CBF)およびCVRを改善させ、HPS予防に有
効である可能性がある。術前はだけでなくPTA後にもSPECTで再評価を行い、CBF
の改善を確認したのちCASを施行することが重要である。
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DP-31-3
Staged angioplastyにより持続的なlimb shakingの段階的消失を
得た内頚動脈高度狭窄例
高原　健人（たかはら けんと）1、秋山　武紀（あきやま たけのり）1、
吉田　啓佑（よしだ けいすけ）1、山田　浩貴（やまだ ひろき）1、
大石　裕美子（おおいし ゆみこ）1、藏成　勇紀（くらなり ゆうき）1、
勝又　雅裕（かつまた まさひろ）2、戸田　正博（とだ まさひろ）1

1慶應義塾大学医学部脳神経外科、2慶應義塾大学医学部神経内科

【背景】上下肢の不随意運動(limb shaking; LS)は内頚動脈狭窄症(ICS)の稀な症状と
して知られ、大脳の低灌流と脳循環予備能の低下が特徴的とされるが正確な機序は
明らかでなく、一時的なTIAの報告がほとんどである。Staged angioplastyは低灌
流を伴うICSにおいて過灌流症候群予防に有効だが、LS発症例での報告はない。【症
例】76歳女性。2週間持続する左上下肢の不随意運動の精査にて右大脳深部白質の
亜急性期微小梗塞と右内頚動脈にNASCET 99%の高度狭窄を認めた。安静時
SPECTで患側のCBF低下、脳血管撮影で頭蓋内灌流遅延所見あり、過灌流高リス
クと判断しstaged angioplastyを施行した。初回PTAで2.5mmの拡張が得られ頭蓋
内灌流遅延は改善し、LSの頻度は減少した。CT perfusionではCBFの左右差は目
立たなくなったがMTTの延長は残存した。更に3.5週後にCASを施行し残存狭窄部
の良好な拡張を得たところ、不随意運動は消失し、MTTの延長も消失した。術中
所見では初回PTAでは血流遮断に対する耐性があったが、続くCASの際には明ら
かなintoleranceとなっていた。経過中過灌流の所見を認めず、合併症なく退院と
なった。【考察/結論】本症例はstaged angioplastyによる頭蓋内灌流の改善と相関
して、持続的なLSの段階的改善を認めた初の報告例であり、LSが大脳の低灌流に
起因するという考えを支持する。二回目治療時には血流遮断耐性の消失を認め、初
回PTA後の外頚動脈系からの側副血行の減弱が原因と考えられた。LSを呈するICS
は画像上梗塞巣を伴わないことも多いが、症状自体が大脳の低灌流と循環予備能の
著しい低下、すなわち過灌流高リスクであることを示唆し、staged angioplastyの
良い適応となりうる。
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DP-31-2
Staged angioplastyで治療したICA near occlusion with full 
collapseの一例
服部　健一（はっとり けんいち）1、和田　健太郎（わだ けんたろう）1、
岡本　剛（おかもと たけし）1、波多野　寿（はたの ひさし）1

1名古屋第一赤十字病院�脳神経外科

頸動脈ステント留置術が保険適応となって10年以上経過し、頸動脈内膜剥離術では
対処が困難なchronic total occlusionやnear occlusion with full collapseの症例も沢
山治療され、良好な成績が報告されている。今回我々は二期的に治療を行い、良好
に治療しえた頭蓋内狭窄症を伴うICA near occlusion with full collapseの症例を経
験した。頸部頸動脈狭窄が非常に高度な症例でも全例で遠位の内頚動脈がfull 
collapseするわけではなく、当症例のようにtandem lesionが影響している可能性が
ある。その病態・治療法について他の自験例との比較や文献的考察を踏まえて報告
する。症例は69歳男性。黒内障発作の為に施行したMRIで左内頚動脈閉塞が疑わ
れ、CTAにてICA near occlusion with full collapseが指摘された。CTAでは頸部
頸動脈分岐部と頭蓋内C4に狭窄がtandemに存在することが疑われた。当初は一期
的に治療する予定であったが、proximal protection下に頸部の狭窄を拡張した時点
で、近赤外線脳酸素ﾓﾆﾀｰの値が対側の1.2倍に上昇したため、術後過還流を危惧し頭
蓋内狭窄は残存させたまま手技を終了した。3週間後に頭蓋内狭窄病変に対しては
Wingspan stentを用いた血管形成術を施行し良好な拡張が得られた。

10339

DP-31-1
右側大動脈弓を有する内頸動脈偽閉塞症例に対してstaged 
angioplastyを施行した一例
白石　祐基（しらいし ゆうき）1、木村　新（きむら はじめ）1、
茶谷　めぐみ（ちゃたに めぐみ）1、宮座　静香（みやざ しずか）1、
藤本　京利（ふじもと たかとし）1

1市立東大阪医療センター

【緒言】右側大動脈弓は放射線学的検査にて0.05～0.14%で見られる稀な血管奇形で
あり、この奇形を伴った症例で脳血管内治療を行った報告は少ない。今回我々は右
側大動脈弓を有する右内頚動脈偽閉塞に対してstaged angioplastyを施行した一例
を経験したので報告する。【症例呈示】66歳男性。呂律困難の出現から10時間後に
当院に救急搬送された。来院時軽度の呂律困難と顔面麻痺を認め、NIHSSは2点で
あった。頭部MRIにて右中大脳動脈領域の脳梗塞と右内頚動脈の描出不良を認めた
ため緊急入院となった。頸動脈エコーでNASCET82％の狭窄率および320cm/secの
加速血流を認め、脳血管撮影では右内頚動脈起始部の高度狭窄と右側大動脈弓を確
認した。SPECTで著明な血流低下を認めなかったが、症候性の偽閉塞症例である
ことから術後の過還流症候群の可能性を考慮してstaged angioplastyを30日間の
intervalで施行した。右側大動脈弓においては大動脈弓から右総頚動脈の分岐が急
峻となり、ガイディング留置に注意を要した。術後過還流症候群の出現無く経過し、
新規梗塞像もなく独歩にて自宅退院した。【考察】右側大動脈弓では大動脈弓から
右総頚動脈の分岐が急峻となることが多く、アプローチ困難が予測され対策を要し
た。また症候性の偽閉塞症例であることからstaged angioplastyを選択し良好な経
過を辿ったが適応や治療間のintervalに明確な基準はなく症例ごとに検討する必要
があると考える。【結語】右側大動脈弓を有する右内頚動脈偽閉塞に対しstaged 
angioplastyにて治療を施行した。右側大動脈弓は通常の血管撮影や緊急治療でも出
くわす可能性があり、その解剖の知識を有しておくことが大切であると思われた。
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DP-31-8
CASにおけるNIRSの解析
高野　一成（たかの いっせい）1、穴澤　徹（あなざわ とおる）1、
白坂　暢朗（しらさか のぶお）1、松本　佳之（まつもと よしゆき）1、
藤井　淑子（ふじい よしこ）1、成合　康彦（なりあい やすひこ）1、
杉浦　嘉樹（すぎうら よしき）1、鈴木　亮太郎（すずき りょうたろう）1、
永石　雅也（ながいし まさや）1、滝川　知司（たきがわ ともじ）1、
兵頭　明夫（ひょうどう あきお）1、鈴木　謙介（すずき けんすけ）1

1獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

　【目的】　近赤外線スペクトロスコピー（Near　infrared spectroscopy：NIRS）の
よる術中モニタリングは頚動脈内膜剥離術（Carotid endarterectomy：CEA）の際
に シ ャ ン ト 使 用 の 判 断 や 頚 動 脈 ス テ ン ト 留 置 術（Carotid angioplasty and 
Stenting:CAS）の際にembolic protection device(EPD)を使用した際の一過性の虚
血症状の検出に有用との報告がある。我々は今回CAS中のNIRSの変化と関連する
事象に関して検討した。【方法】当院で2012年10月～2020年5月まで行われたCASの
症例について検討を行った。症例は276症例に対して行われ、平均年齢72.9歳、男性
は244例であった。CASに関する経過、予後とNIRSの変化を文献的考察を交え検討
する。

10428

DP-31-7
Progressive strokeを呈した内頚動脈高度狭窄に対し急性期staged 
angioplastyを施行した5例の検討
高野　裕樹（たかの ゆうき）1、米山　琢（よねやま たく）1、阿部　圭市（あべ けいいち）2、
野村　誠（のむら まこと）3、比嘉　隆（ひが たかし）4、川俣　貴一（かわまた たかかず）5

1総合守谷第一病院脳神経外科、2熊谷総合病院脳神経外科、
3総合守谷第一病院脳神経内科、4河北総合病院脳神経外科、
5東京女子医科大学病院脳神経外科

階段状に症状増悪を認めるprogressive strokeは一般的に予後が悪く、治療に難渋
することが多い。内科的治療に抵抗性であり内頚動脈高度狭窄を認める場合、CAS

（carotid artery stenting）をはじめとした外科的治療介入を行うことがあるが、急
性期に施行するCASは抗血小板薬の効果不十分による血栓症や過還流による出血の
危険性がある。 慢性期の内頚動脈狭窄症に対するCASの際、過還流予防目的に
staged angioplastyという治療戦略をとることがある。この構想に基づき、我々は
2019年4月から2020年6月の間、内頚動脈高度狭窄が原因であるprogressive stroke
に対し急性期staged angioplastyを5例施行した。Progressive strokeの定義は、階
段状の症状増悪および頭部MRA（magnetic resonance angiography）でintensity
の左右差を認めるものとした。症状増悪を認めた場合、まずPTA（percutaneous 
transluminal angioplasty）を施行し、24時間以上空けたのちCASを施行した。い
ずれの症例も過還流は生じず、主幹動脈閉塞に伴う広範囲脳梗塞を予防し良好な転
機を辿った。それぞれの症例に関する臨床経過や治療経過、画像的特徴を比較検討
し、文献的考察を加え報告する。

10048

DP-31-6
頸動脈ステント留置術における過灌流症候群発症予測と予防のため
Controlled reperfusion methodの有用性
村岡　賢一郎（むらおか けんいちろう）1、井上　祐輔（いのうえ ゆうすけ）1、
西垣　翔平（にしがき しょうへい）1、藤田　淳太郎（ふじた じゅんたろう）1、
五月女　悠太（そうとめ ゆうた）1、松田　勇輝（まつだ ゆうき）1、
木谷　尚哉（きだに なおや）1、廣常　信之（ひろつね のぶゆき）1、
西野　繁樹（にしの しげき）1

1広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

【目的】頸動脈血行再建術における過灌流症候群 (hyper perfusion syndrome: HPS)
の発症予測と予防は重要である。頸動脈ステント留置術 (carotid artery stenting: 
CAS)において遠位塞栓防止であるPercusurge Guardwire (PSGW)を用いて、頸動
脈拡張後の再灌流時にNIRS値を参考に、急上昇を認めた場合には、occlusion 
balloon(OB) を 再 拡 張 し、 緩 徐 に 段 階 的 に 再 開 通 さ せ た。 こ れ を Controlled 
reperfusion method (CRM)と名付けて、その特徴と有効性に関して検証した。

【方法】対象は2018年4月から2019年9月までの期間、当院でCASを施行した34例の
うち、GWPSを使用してCRMを実施した24例。INVOSを用いて、センサーを両側
前額に貼付し、内頚動脈遮断中のNIRS値を基準に遮断解除後の上昇率が10%を越
えた場合には、CRMにより灌流血流量を抑え、その後は3～5分の間隔をおいてOB
の縮小を段階的に施行し急激な血流増加を抑制した。

【成績】遮断解除によりNIRS値の上昇が10%を越えたのは11例 (45.8%)で、それら
のうちCRMにより10例で急上昇を抑えて完全再開通に至らしめた。また、NIRS値
の急上昇を認めたのは、術前脳血管撮影検査にて患側前大脳動脈が患側からのみ灌
流される場合に9例中7例（77.8%）であり、平均上昇率が平均20.3%であった。これ
に対し、健側からも灌流される場合には15例中4例 (26.7%)であり、平均上昇率は
7.4％であった。

【結論】NIRS値の上昇は血流量を鋭敏に反映すると同時に前大脳動脈の血流に強く
影響される可能性が示された。同時に、CRMにより、末梢血管の反応性低下の評
価や反応回復を促す時間的猶予が得られるという点において、症候性HPSの予防に
繋がる可能性が示唆された。

10044

DP-31-5
当院における偽性閉塞症例に対するCAS
菊地　統（きくち おさむ）1

1苫小牧日翔病院脳神経外科

内頚動脈偽性閉塞症例(atheromatous pseudo-occlusion : APO)に対する頸動脈ステ
ント治療（carotid artery stenting : CAS）は成績良好とする報告も散見される中、
適応などについて未だcontroversialな点も残っている。今回、2009年4月から2020
年4月まで当院で行った110例のCASのうち、9例がAPOであった。当院における
APOに対するCASも通常のCASと比較し特別危険というわけではなかった。理由
としてプラークがさほど不安定でなく、側副血行も発達しているケースが多いなど、
CASハイリスク因子が少なかったためかと思われた。プロテクション法については
近位バルーン閉塞が基本であるが、flow reversal techniqueが十分といえない場合
はダブルバルーンプロテクションなど適宜変更するべきと思われた。代表症例を報
告する。
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DP-32-4
頚動脈可動性プラークが一塊のまま遠位塞栓した内頚動脈閉塞の一例
立田　泰之（たつた やすゆき）1、荻野　達也（おぎの たつや）1、
進藤　孝一郎（しんどう こういちろう）1、櫻井　卓（さくらい すぐる）1、
中村　博彦（なかむら ひろひこ）1

1中村記念病院脳神経外科

【はじめに】頚動脈可動性プラークは虚血性脳卒中発症のリスクが高いと言われて
いる。今回我々は中大脳動脈閉塞で発症した頚部頚動脈可動性プラークが、入院翌
日に一塊のまま遠位塞栓し内頚動脈閉塞となったため、機械的血栓回収術を施行し
た一例を報告する。

【症例】57歳女性、初診時、JCS2、軽度右上肢麻痺、運動性失語を認め、NIHSS 5 
であった。頭部MRIではDWI-ASPECTS 9の脳梗塞を認めた。頭部MRAでは左中
大脳動脈遠位部の閉塞を認めた。脳血管造影検査では左頚部内頚動脈分岐部に陰影
欠損を認め、プラークの存在が疑われた。頚動脈エコーでは同部に6.6 x 3.0 x 2.3 
mmで付着部の小さい可動性プラークを認めた。左中大脳動脈閉塞に対して超急性
期再開通療法を検討したが、側副血行路が良好で比較的軽症であったこと、可動性
プラークに対してはCEAが適していると判断し、悩んだ末に超急性期再開通療法
は行わず、その日は内科治療を行うこととした。しかし入院翌日、症状悪化は認め
ないものの、頭部MRIにて新たな脳梗塞、頭部MRAにて新たに左内頚動脈閉塞の
所見を認めた。頚動脈エコーでは前日に認めていた可動性プラークが完全に消失し
ており、一塊のまま遠位塞栓したと考えられた。ADAPTによる機械的血栓回収術
を行い、左内頚動脈は完全再開通した。その後は病状の悪化なく経過し、回復期リ
ハビリテーションを経て、第69病日にmRS 2で自宅退院となった。

【結語】入院翌日に頚動脈可動性プラークが一塊まま遠位塞栓し内頚動脈閉塞となっ
たため、機械的血栓回収術を行った一例を報告した。可動性プラークの虚血性脳卒
中リスク、初期対応の重要性を痛感させられた。

10637

DP-32-3
可動性プラークを有する頸動脈狭窄症に対して頚動脈ステント留置術
を施行した１例
源甲斐　信行（げんかい のぶゆき）1、長谷川　仁（はせがわ ひとし）2、
小林　勉（こばやし つとむ）1、竹内　茂和（たけうち しげかず）1、
宮川　照夫（みやかわ てるお）1、山崎　一徳（やまざき かずのり）1、
恩田　清（おんだ きよし）1

1新潟脳外科病院、2新潟大学脳研究所脳神経外科

【緒言】可動性プラークの本態は，破綻した線維性被膜の一部，または付着した血
栓が血管拍動や血流に同期して形態変化を来すものであり，不安定プラークの一種
である．
今回，脳梗塞を発症し，精査にて可動性プラークを有する頸動脈狭窄病変が発見さ
れた症例を経験した．内科的治療を先行させ，亜急性期に頚動脈ステント留置術を
行い，良好な経過が得られたので，文献的考察を含めて報告する．

【症例】64歳男性，左上下肢麻痺で発症．MRIにて右大脳半球に散在性の新鮮な梗
塞巣と右頸動脈狭窄症を認め，動脈原性脳梗塞と診断した．
プラークの性状診断を行うと，頚動脈エコーにて豊富な不安定プラークと有茎性の
可動性プラークの存在を認めた．またこのプラークは，MRI（plaque image）にて
軽度の高信号を呈していた．
急性期は，抗血栓薬とスタチンを用いた内科的治療を行い，プラークの安定化を図
り，発症より約2週間後の亜急性期にproximal protectionを用いた頸動脈ステント
留置術を施行した. 術後MRIの拡散強調画像（DWI）では同側虚血性病変の出現は
認めず，神経学的後遺症なく退院した．

【結語】可動性プラーク，もしくは不安定プラークに対する治療戦略に対しては，依
然controversialであるが，本症例では内科的治療を先行させ，プラークを安定化さ
せた上での頚動脈ステント留置術が有効であった．

10882

DP-32-2
carotid webに伴う再発性脳塞栓症に対し頚動脈ステント留置術を
施行した1例
菅　康郎（すが やすお）1、杉山　裕紀（すぎやま ひろき）1、
堀野　雅祥（ほりの まさよし）1、肥後　拓磨（ひご たくま）1、
吉田　賢作（よしだ けんさく）1、大石　英則（おおいし ひでのり）2,3

1東京都立広尾病院�脳神経外科、2順天堂大学医学部脳神経外科、
3順天堂大学医学部脳神経血管内治療学講座

【緒言】carotid webは内頚動脈起始部後壁から発生する血管内膜及び中膜の線維筋
性過形成とされ、内頚動脈内腔へ向かって突出する膜様あるいは楔形の構造物とさ
れる。過去にも再発性脳塞栓の原因となることが示されているものの未だ広く認知
されるには至っておらず、見過ごされることが多い。今回我々は本疾患に伴って発
症した再発性脳塞栓に対し、二次予防として頚動脈ステント留置術(CAS)を施行し
た症例を経験したため報告する。

【症例】53歳女性。2年前に右中大脳動脈水平部(M1)塞栓症に対しt-PA静注療法施
行し再開通、mRS0で自宅退院。その際の血管造影で右内頚動脈起始部後壁に楔状
の造影欠損を認めたが、内頚動脈狭窄症の診断で保存的加療となっていた。しかし
今回右M1遠位部に塞栓症を再発、t-PA静注療法及び血栓回収療法で再開通を得て
再度mRS0まで回復。右内頚動脈の所見に関しては初発時と比較して顕著な変化を
認めず、初回同様その他の塞栓源を特定できなかった。文献的に検索しcarotid web
に伴う再発性脳塞栓と最終診断し二次予防としてCASを施行し良好に経過した。

【考察】carotid webに伴う脳塞栓症では病変部遠位の陥凹に血流の停滞や乱流が生
じ、血栓が形成されると考えられている。二次予防に関しては頚動脈内膜剥離術や
抗血栓療法、CASなどの報告があるものの、コンセンサスのある治療は存在しな
い。本疾患に対するCASは病変の圧着によって血栓形成部位を消失させることもで
きるうえ手術リスクも低く、将来的には抗血小板剤は単剤に減量しうるため比較的
安全かつ有効な治療と考えられた。

【結語】carotid webに伴う再発性脳塞栓症に対し頚動脈ステント留置術を施行した
1例を報告した。

10583

DP-32-1
Carotid webにより内頚動脈閉塞を生じた１例
井上　律郎（いのうえ りつろう）1、花田　迅貫（はなだ はやつら）1、
平田　陽子（ひらた ようこ）1、武村　有祐（たけむら ゆうすけ）1、
坂本　王哉（さかもと きみや）1、新居　浩平（にい こうへい）1、
東　登志夫（ひがし としお）1、山田　美穂（やまだ みほ）1、木村　聡（きむら さとし）1、
津川　潤（つがわ じゅん）1

1福岡大学筑紫病院

【背景】Carotid webは内頚動脈起始部後壁において血管内腔に突出する非動脈硬化
性病変であり、再発性塞栓症の一因と考えらえている。今回、carotid webが原因
と考えられた内頚動脈閉塞症に対して経皮的脳血栓回収術を行い、再発予防として
頚動脈ステント留置術（CAS）を行った症例を報告する。【症例】51歳男性。発症
時間不明の意識障害、左不全麻痺（NIHSS:16）のため当院搬送となった。頭部MRI
検査にて右中大脳動脈域広範にDWI-FLAIR mismatchを呈する脳梗塞急性期像お
よび右内頚動脈閉塞を認めた。経皮的脳血栓回収術を施行しTICI2bの再開通を得、
リハビリテーションを行いNIHSS:4点、mRS:2で職場復帰となった。フォローの頭
部MRI検査にて右前頭葉に無症候性の新規脳梗塞を認めた。原因精査において心原
性塞栓症を示唆する所見や頭頚部主幹動脈に動脈硬化性変化は認めなかった。脳血
管造影検査では右内頚動脈起始部にweb状狭窄とその吻側に血流停滞を認めcarotid 
webと診断し、塞栓源と判断してCASを施行した。合併症は認めず自宅退院とな
り、その後の画像フォローでは新たな脳梗塞所見は認めていない。【考察】Carotid 
webはその構造の特徴により血流停滞から血栓を生じると考えられている。症候性
のcarotid webに対する治療において薬物療法に抵抗性であり最適な治療法が明ら
かには定義されていないがCASを含めた血行再建術が有効とされている。【結語】
Carotid webが原因と考えらえた塞栓症に対してCASを行い、良好な結果を得た。
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DP-32-8
頚部放射線照射後の症候性頚動脈狭窄症に対する急性期頚動脈ステン
ト留置術の2例
佐々木　雄一（ささき ゆういち）1、大原　啓一郎（おおはら けいいちろう）1、
道下　将太郎（みちした しょうたろう）1、寺尾　亨（てらお とおる）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1厚木市立病院脳神経外科、2東京慈恵会医科大学脳神経外科

[はじめに]頭頚部悪性腫瘍術後に放射線治療が選択されることが多いが、放射線照
射後の晩期合併症が問題となる。今回頚部放射線照射後の症候性頚動脈狭窄症に対
して急性期に頚動脈ステント留置術(carotid artery stenting: CAS)を施行した2例を
経験したため治療戦略も含めて報告する。[症例1]72歳男性。13年前に下咽頭癌術後
に対して放射線治療を施行。無症候性左総頚動脈高度狭窄を指摘され当科紹介。脳
血管撮影を予定していたが、紹介3日後に左小脳梗塞で発症し当院搬送となった。脳
血管撮影では左内頚動脈の血流が後交通動脈を介して逆行性に脳底動脈から左後下
小脳動脈(posterior inferior cerebellar artery: PICA)を灌流しており、左PICA領域
のhemodynamic infarctionと判断した。発症7日目にCASを施行し、経過良好で
あったが外来経過観察中に再狭窄をきたし進行したため、術後9ヶ月で経皮的血管
形成術を施行した。[症例2]74歳男性。20年前に耳下腺癌術後に対して放射線治療を
施行。左大脳半球塞栓性梗塞・分水嶺領域の梗塞で発症し、精査で左内頚動脈高度
狭窄を認めた。頚動脈エコーでmobile plaqueを認めたため早期治療の予定として
いたが、発症7日目発熱を契機にprogressive strokeとなり同日CASを施行した。
[考察および結語]頭頚部放射線照射後の頚動脈狭窄症の治療はCASが推奨されてい
るが、プラーク量やプラーク性状などからCASもリスクは高く、早期に治療介入が
必要な症例は存在するため、治療においては十分な術前検討、慎重かつ安全な手技
が必要であると考える。また術後再狭窄が問題となるため、治療後も慎重なフォ
ローアップ、機を逸せず治療介入を行う必要があると思われた。

10225

DP-32-7
放射線治療によるCarotid blowout syndromeに対して緊急で
Stent graftを使用した1例
神尾　佳宣（かみお よしのぶ）1、平松　久弥（ひらまつ ひさや）1、
松井　秀介（まつい しゅうすけ）1、黒住　和彦（くろずみ かずひこ）1

1浜松医科大学脳神経外科

【目的】Carotid blowout syndrome (CBS)は稀であるが非常に重篤な合併症であり、
特に頭頸部進行癌おいては3～4%で認める。CBSは原発腫瘍の頸動脈への浸潤だけ
でなく放射線治療後遅発性に頸動脈壁のnecrosisやinfectionも原因とされている。

【症例】44歳男性。20年以上前に咽頭腫瘍に対して放射線照射が施行された。今回、
自宅で突然の鼻出血および口腔内の大量出血で当院に救急搬送となった。造影C T
で左頸動脈の血管破裂による出血を確認した。この時点で大量出血によるショック
バイタル（血圧 75/50mmHg、心拍数 120/分）となり、全身麻酔下で血管撮影を
行い左内頸動脈のCBSと診断し、covered stentを留置し、止血を確認した。術後
凝固異常 （PT-INR 1.81, APTT ＞ 200秒, 血小板数8.3万/mm3）もあり、抗凝固薬
および抗血小板薬は使用しなかった。術翌日に右片麻痺および運動性失語が出現し、
頭部MRIで左中大脳動脈領域に梗塞を認め、頸動脈エコーおよび頚部MRAでステ
ント内閉塞を認めた。その後3ヶ月後に放射線治療による対側の右内頸動脈狭窄に
対してCarotid Wallstentの留置を行い、mRS=4で回復期病院へ転院となった。【結
論】CBSは非常に高い致命率を有しており、可能であれば閉塞試験にて虚血耐性を
評価して治療方針を検討されるべきである。近年Covered stentによる治療報告が
散見されており、Covered stentは順行性血流を確保することで救命および機能予
後の期待できる治療方法である。ただし高率に永続的動脈閉塞による脳梗塞のリス
クがあり、周術期の抗血栓療法は重要な課題と考える。

10296

DP-32-6
放射線治療後の頚動脈可動性プラークに対する頚動脈ステント留置術
の治療経験
山下　俊輔（やました しゅんすけ）1、甲田　将章（こうた まさあき）1、
藤田　敦史（ふじた あつし）1、甲村　英二（こうむら えいじ）1,2

1神戸大学医学部脳神経外科、2近畿中央病院

【背景】
可動性プラークは比較的稀な病態で、治療として頚動脈内膜剥離術(CEA)が選択さ
れることが多い。頚部放射線治療後の頚動脈可動性プラークに対して頚動脈ステン
ト留置術(CAS)を施行した2症例を報告する。

【症例】
症例1：70歳、男性。右喉頭癌に対して放射線治療後。心不全の精査目的で循環器
内科入院し、入院中の精査の頚動脈エコーで左総頚動脈に可動性プラーク認めたた
め当科紹介。CASは、Guardwireでdistal protectionを行い、Wallstentを留置した。
術後DAPT継続し、新規神経脱落所見なく独歩自宅退院。
症例2：63歳、女性。有棘細胞癌で頚部リンパ節転移に対して摘出術+放射線治療
後。数日前からの失語症状、右不全片麻痺を認め救急搬送。頭部MRIで左前頭葉、
頭頂葉分水嶺領域に急性期梗塞巣を認め、頚部MRAで左内頚動脈狭窄を認めたた
め当科紹介。脳血管撮影により可動性プラークと診断した。Guardwireでdistal 
protectionを行い、Wallstentを2枚重ねて留置した。術後DAPT継続し、経過は良
好であったが、手術4週間後に右上下肢の巧緻性低下が出現し、MRIで左大脳半球
に新規梗塞を認めた。脳血管撮影でplaque protrusionを認めたため、再度distal 
protection下でWallstentを重ねて留置した。その後は抗血小板薬を変更し、新規神
経症状の出現や梗塞の再発なく経過し、mRS2でリハビリ病院転院。

【考察】
可動性プラークに対してCEAが困難な場合は、CASが治療の選択肢となり得る。
Balloonによるdistal protection下でclosed-cell stentを選択することで安全に治療を
行うことができた。治療後の脳梗塞再発リスクが高いという報告もあり、注意深い
フォローが重要である。

11023

DP-32-5
不安定プラークを伴った頚動脈狭窄症に対してstent-in stent法によ
る頸動脈ステントを施行するも術中にplaque protrusionが認めら
れた1例
田口　秀彦（たぐち ひでひこ）1、高山　勝年（たかやま かつとし）1、
和田　敬（わだ たけし）1、明珍　薫（みょうちん かおる）2、
吉川　公彦（きちかわ きみひこ）2

1高清会高井病院脳血管内治療科IVR科、2奈良医大�放射線科・IVRセンター

【背景】不安定プラークを伴った頚動脈狭窄症に対してstent-in stent法による頸動
脈ステント留置術(CAS)が術中plaque protrusion(PP)の予防効果があることが報告
されている．不安定プラークを伴った頚動脈狭窄症に対してstent-in stent法を用い
てCASを施行したが術中にPPが認められた1例を報告する．【症例】63歳男性．右
頚動脈狭窄症で経過観察中、不安定プラークを伴い急速に狭窄が進行したためCAS
を施行した．局所麻酔下でMo.Ma ultraとfilterWireのprotection下、stent-in stent
法でCASを施行した。Carotid Wallstent(CWS) (8mm x29mm)を用いて狭窄部を十
分カバーするようにステントを留置．次に狭窄病変に合わせたCWS(6mm x22mm)
をstent-in-stentで留置し控えめな後拡張を施行した，術直後のIVUSでPPが認めら
れためCWS(6mm x22mm)を追加し、PPは消失し、手技を終了した。術後神経学的
異常所見は認められず，術翌日のMRI拡散強調画像でも新たな高信号域は認められ
なかった．術後合併症なく退院となった．退院後2カ月時点で脳梗塞および再狭窄
は認められていない。【結語】stent-in stent法を用いても、PPが起こる可能性があ
り、IVUSによる診断の重要性が示唆された。
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DP-33-3
上矢状静脈洞部の硬膜動静脈瘻に対するOnyxを用いた経動脈的塞栓
術の一治療例
針生　新也（はりゅう しんや）1

1東北医科薬科大学脳神経外科

2018年の適応拡大を受けて、本邦でも硬膜動静脈瘻に対するOnyxを用いた塞栓術
が可能となった。今回、上矢状静脈洞部の硬膜動静脈瘻に対してOnyxを用いた経
動脈的塞栓術が奏功した一例を経験したので報告する。症例は22歳の女性。3ヶ月
前からの両側の拍動性耳鳴を訴えて受診。精査の結果、上矢状静脈洞部の硬膜動静
脈瘻を認めた。主な栄養動脈は両側の中硬膜動脈で、頭頂部の上矢状静脈洞の左側
にpouch状のshunting pointが存在し、皮質静脈逆流は伴わずに上矢状静脈洞へ還
流していた。上矢状静脈洞が正常静脈の灌流に寄与しているCognard type Iの病変
に対して、全身麻酔下にOnyxを用いた経動脈的塞栓術を施行した。右大腿動脈に
6Fシースを挿入し、6Frのガイディングカテーテル、3.4Frの中間カテーテル、先
端外径1.3Frのフローダイレクトマイクロカテーテルのtriple co-axial systemを体内
に誘導した。両側の中硬膜動脈からOnyx 18をplug & push法で投与し、合併症な
く動静脈瘻の消失を得ることができた。一般的に上矢状静脈洞部の硬膜動静脈瘻に
対する手術治療方法の選択についてのコンセンサスは定まっていない。本症例は術
前の画像診断で上矢状静脈洞の左側にpouch状のshunting pointが存在することが
判明していたため、静脈洞へのOnyxの迷入を回避しての治療が可能と推測し、実
際に合併症なく治療を遂行できた。上矢静脈洞部の硬膜動静脈脈瘻に対して、血管
構築の詳細な把握のもと、Onyxを用いた経動脈的塞栓術が有効な治療法となりう
ることを示す1例と考えられた。

10344

DP-33-2
マイクロバルーンカテーテルによるflow reductionを併用したOnyx
塞栓術
高橋　陽彦（たかはし はるひこ）1、安藤　和弘（あんどう かずひろ）1、
渋谷　航平（しぶや こうへい）1、齋藤　祥二（さいとう しょうじ）1、
小倉　良介（おぐら りょうすけ）1、鈴木　倫明（すずき ともあき）1、
長谷川　仁（はせがわ ひとし）1、吉村　淳一（よしむら じゅんいち）2、
藤井　幸彦（ふじい ゆきひこ）1

1新潟大学脳研究所脳神経外科、2長野赤十字病院脳神経外科

【諸言】2018年9月Onyxの適応が拡大され、これまで治療困難であったisolated sinus 
、non-sinus type dAVFに対しても根治的なTAEが可能となった。皮膚血管、神
経栄養血管、硬膜血管のいずれもfeederとなり得るが、当科は硬膜血管からのTAE
を第一選択としている。当科で行っている方法（temporary balloon occlusion法：
TBO法)を報告する。

【症例と方法】TBO法によるOnyx TAEを行ったisolated sinus type TS-SS dAVF2
例、tentorial dAVF1例。全身麻酔下に6Fr Guiding catheterを外頸動脈に留置。中
硬膜動脈 posterior convexity branch（MMA PCB）をtarget feederとし、Marathon
またはDeFrictorをshunt point近傍へ誘導。main feederである後頭動脈（OA）を
Scepter C 4×10で遮断しつつpush and pause techniqueでTAEを行い、全例target 
feederから全てのfistula pointへOnyxがpenetrateし根治が得られた。

【考察】Onyxは圧が低い方向へ進み、plugが形成されるまではshunt内へpenetrate
しにくい。plugを形成せずにScepterから直接Onyxを注入する報告も認めるが、本
邦では適応外使用である。TBO法はmain feederであるOAを一時的にScepterで
遮断することで、皮膚壊死のrisk を回避した上でshunt圧を下げ、Onyxがpenetrate
し易くなる。MMA PCBは脳神経麻痺のriskも少なくtarget feederに適している
が、末梢分枝のためScepterが誘導困難な場合もある。TBO法は細径のマイクロカ
テーテルを用いるため、shunt point近傍までカテーテルを誘導可能である。また、
本法で完治が得られなかった場合には、OAに留置したScepterから引き続きTAE
を追加することも可能である。

【結論】TBO法は安全で根治性が高い方法である。

10876

DP-33-1
硬膜動静脈瘻に対するONYXを用いたTAEの効果と安全性を高める
ための治療戦略
森　健太郎（もり けんたろう）1、飯田　悠（いいだ ゆう）1、
河原　庸介（かわはら ようすけ）1、福井　一生（ふくい いっせい）1、
山下　亮太郎（やました りょうたろう）2、武田　むつき（たけだ むつき）2、
仲野　達（なかの たつ）2、松丸　祐司（まつまる ゆうじ）3

1横浜栄共済病院脳神経外科、2横浜栄共済病院脳神経内科、
3筑波大学医学医療系脳神経外科脳卒中予防・治療学講座

【緒言】硬膜動静脈瘻（DAVF）に対するONYXを用いた塞栓術の効果と安全性を
より高めるためには症例毎の適切な治療戦略の検討が不可欠である。当院での治療
成績を提示し検討する。

【対象・方法】当院でONYXを用いて治療を行なったDAVF 6症例を対象とした。
【結果】病変部位は横・S上静脈洞部（TSS）5例、上矢状静脈洞部（SSS）1例であっ
た。Borden分類はType1: 2例、Type3: 4例であった。5例で完全閉塞が得られ、TSS
の1例は部分閉塞に留まった。全例で症候性合併症は認めていない。TSSの症例で
は、2例でsinus balloon protectionを用い、静脈洞を温存するとともに少量のONYX
でtarget embolizationが可能であった。1例で皮質逆流を選択的に経静脈的コイル
塞栓した上でTAEを行う事で静脈洞内を安全に充填する事ができた。またTSSに
びまん性のshuntを有する2例ではballoon microcatheterを用いた経静脈的塞栓

（TVE） を 行 う 事 で ONYX の み で の sinus packing が 可 能 で あ っ た。 一 方 で
transosseous feederからの塞栓は通常のplug and pushではONYXが先進しづらく
十分な塞栓が得られなかった。またSSSの1例では、2系統のmain feederを認めた
ため双方にmicrocatheterを挿入しwedgeさせる事でflow controlを行い、十分な
塞栓を得る事ができた。

【結語】ONYXを用いたDAVFに対する治療では、病態に応じてsinus protection、
皮質逆流の選択的塞栓、flow control、TVE等を併用する事で、より安全で確実に
治療を行う事ができるため、症例毎に血管構築を十分に把握し治療戦略を検討する
べきである。

10476

DP-32-9
放射線誘発性頚動脈狭窄に対する頚動脈ステント留置術についての検
討
吉田　陽一（よしだ よういち）1,2、小林　英一（こばやし えいいち）1,2、
久保田　真彰（くぼた まさあき）1、足立　明彦（あだち あきひこ）1,3、
岩立　康男（いわだて やすお）1

1千葉大学�医学部�脳神経外科、2千葉大学医学部附属病院�包括的脳卒中センター、
3成田赤十字病院�脳神経外科

【はじめに】
　放射線誘発性頚動脈狭窄では、両側性で病変が長いという形態的特徴や頚動脈ス
テント留置術（CAS）後のステント内狭窄が多いことが報告されている。今回、当
院で放射線誘発性頚動脈狭窄に対してCASを施行した症例について、形態学的特徴
および治療成績について検討したので報告する。
　【方法】
　対象は2002年3月～2020年7月、当院で放射線誘発性頚動脈狭窄に対してCASを施
行した21患者25例。患者背景、プラークMRIを含めた狭窄所見、周術期および術後
経過について、同等のfollow up期間として2015年4月～2016年3月にCASを施行し
た25例をコントロールとして比較検討した。
　【結果】
　平均年齢69.9±6.9歳、全例男性、食道癌2例、咽頭癌8例、喉頭癌9例、その他2例
に対して60～72Gyの放射線治療施行後、平均10.0±5.2年後にCAS施行。対側閉塞
5例、両側治療9例。左14例、症候性8例、狭窄率はNASCET法で平均79.1％、狭窄
が１椎体以上のlong lesionを10例に認め、総頚動脈狭窄が5例あった。Black-blood
法によるプラークMRIでは胸鎖乳突筋比がT1WI 1.36±0.5、T2WI 2.33±1.5であっ
た。治療中10例でdebrisが吸引され、頚動脈反射は2例、過灌流症候群は軽度も含
め6例、術後DWI高信号は12例に確認された。中央値で45ヶ月のfollow upにより、
ステント内狭窄は2例、閉塞は1例であった。
　【考察】
　放射線誘発性症例では平均年齢が低く(p=0.0075)、狭窄率が高く(p=0.0032)、long 
lesion が多かった (p=0.0046)。プラーク MRI は T2WI が有意に高信号であった
(p=0.0381)。統計学的有意差はないが、男性、総頚動脈病変が多く、脳梗塞既往が
少なかった。術後ステント内狭窄/閉塞は多い傾向であった。
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DP-33-7
Onyxによる経動脈的塞栓術を行ったtentorial dural 
arteriovenous fistulaの1例
田島　祐（たじま ゆう）1、梅田　靖之（うめだ やすゆき）1、
青木　一晃（あおき かずあき）2、当麻　直樹（とうま なおき）2、
亀井　裕介（かめい ゆうすけ）1

1三重県立総合医療センター脳神経外科、2三重大学脳神経外科

【背景】Tentorial dural arteriovenous fistula (dAVF)は小脳テントに発生し、その
発生率はJR-NETによると4.8%と比較的少ない。今回我々は脳出血で発症した
tentorial dAVFに対してOnyxを用いた経動脈的塞栓術（TAE）を行い、2か月後
に再発を認めたために再度OnyxでのTAEを行い良好な経過を得ている症例を経験
したので報告する。

【症例】59歳男性。右下1/4同名半盲を主訴に救急外来を独歩受診された。身体所見
上は視野障害以外の所見はなかったが、CTで左後頭葉皮質下出血を認めた。入院2
日目の脳血管撮影でlateral tentorial sinus dAVF (Borden type III, Cognard type 
IV)を認めた。主な流入血管は後頭動脈、中硬膜動脈posterior branch、導出静脈は
後頭静脈から上矢状静脈洞に至り、出血部位に一致した著明な静脈拡張を認めた。
入院3日目に後頭動脈に対し17% NBCAによるTAEでflow reductionを行った。入
院12日目に根治目的で後頭動脈と中硬膜動脈posterior branchからOnyx 18による
TAEを施行し、シャントの閉塞を確認した。視野障害は改善し、入院20日目にmRS0
で自宅退院となった。術後2か月目の脳血管撮影でOnyxによるTAEを行ったシャ
ントの下方に新たなシャントを認め再発を確認、再度OnyxによるTAEを行った。
mRS0で自宅退院となった。

【考察】皮質静脈逆流を伴う硬膜動静脈瘻の年間死亡率は10.4％と転帰不良である。
硬膜動静脈瘻に対するTAEには従来NBCAが使用されてきたが、完全閉塞率は決
して高いとは言えなかった。近年のOnyx用いたTAEの完全閉塞率は良好との報告
が多いものの本症例は再発を認め、再度OnyxによるTAEを行いシャント消失を得
ている。文献的考察を加えて、当院での症例を報告する。
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DP-33-6
Onyxを用いてTVEを行ったSSS dAVFの2例
宮本　直子（みやもと なおこ）1、高玉　真（たかたま しん）1、
岩井　丈幸（いわい ともゆき）1、内藤　功（ないとう いさお）1、
富澤　真一郎（とみざわ しんいちろう）1、矢尾板　裕之（やおいた ひろゆき）2、
齋藤　太（さいとう ふとし）2、長野　拓郎（ながの たくろう）2、
山根　庸弘（やまね のぶひろ）2

1老年病研究所附属病院�脳神経外科、2太田記念病院�脳神経外科

症例1：73歳、男性。Incidentalに発見されたSSS dAVF(Borden type2)。Feederは
両側MMA, STA。SSSはcompartmentationしており、前方と中央部SSSにshunt
あり。RLVDあり。SSSの一部が正常還流として利用されており、SSSは温存する
方針で治療を開始した。観血的浅側頭動脈遮断を行い(第1回手術)、1か月後、MMA
からNBCAを用いたTAEを行った(第2回手術)が、shuntは残存した。5年後、認
知機能低下、歩行障害が進行。Venous congestionの悪化あり。SSSを閉塞しshunt
の治癒を目指す方針とした。SSS中央部Onyx によるTVEを施行した(第3回手術)。
右Sigmoid sinus経由でSSSに入り、SSS中央部および皮質静脈をOnyxで塞栓し同
部のshuntは消失した。1か月後、開頭SSS前半部皮質静脈遮断＋直接穿刺によるコ
イルとNBCAを用いたTVEを行い(第4回手術)、shuntの消失を得た。症例2：78
歳、男性痙攣で発症したSSS dAVF(Borden type2)、SSSは正常静脈還流として利
用されていない。右MMA, 両側STAがfeeder。SSSには隔壁があり、それぞれの
腔から皮質静脈逆流を認めた。TVEを行った。右Sigmoid sinus経由でマイクロカ
テをaffected sinusの前端まで進めた。前端の皮質静脈をコイルおよびNBCAで塞
栓したが不十分だった。残存した皮質静脈およびSSSをOnyxで塞栓した。前方の
コイル、NBCAをつめた部分まではpenetrateせず、前方の皮質静脈逆流が残存し
た。＜考察＞SSS dAVFは複数の皮質静脈に逆流していることが多い。経静脈的
Onyx塞栓は、経動脈的Onyx塞栓や経動脈的あるいは経静脈的NBCA塞栓に比べ
複数の皮質静脈に浸透させやすく有用な方法である。
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DP-33-5
当院における上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻3例に対する血管内治療戦
略
山畑　勇人（やまはた はやと）1、佐藤　慎祐（さとう しんすけ）1、
新見　康成（にいみ やすなり）1、浅野　真莉子（あさの まりこ）1、
久司　一貴（くし かずき）1、望月　達城（もちづき たつき）1、島　彰吾（しま しょうご）1、
星野　岳郎（ほしの たかお）1、劉　美憬（りゅう びけい）1、
桑本　健太郎（くわもと けんたろう）1、井上　龍也（いのうえ たつや）1、
岡田　芳和（おかだ よしかず）1

1聖路加国際病院脳神経外科

(はじめに)上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻は疾患頻度が少なく、shunt部の正確な診
断のもとに治療方針の決定となる。(対象・方法) 2015年4月から2020年4月までに経
験した3例のSSS dural AVFについて治療方針と治療成績を検討した。(結果) (症例
1) 55歳男性。痙攣で発症。Cognard type IIa+bで、両側中硬膜動脈(MMA)、浅側
頭動脈(STA)、後頭動脈(OA)からのfeederを認め、SSS円蓋部に集簇したshuntか
らSSS前方や皮質静脈に逆流を認めた。SSS後方は閉塞し、アクセス困難であった
ため、MMAを介したOnyxでのTAEを施行。Shuntを含めたSSSを閉塞し、静脈
逆流は消失した。(症例2) 76歳男性。痙攣重積発作で発症したSSS～静脈洞交会に
かけての広範なdural AVF (Cognard type IIa+b)で、他院で外頚動脈から姑息的に
2回のNBCAによるTAEを施行された。病変は、MMA, STA, OAおよび眼動脈か
ら、SSSに広範にshunt形成があり、正常静脈潅流路として使われていなかっため、
当院にて治療はコイルとOnyxを併用したSSSのTVEののち、1週間後に左OAか
らOnyxを用いたTAEを行った。(症例3) 4年前に傍矢状洞髄膜腫術後、再発による
SSS閉塞により脳室内出血で発症。SSS閉塞及び周囲にSTA, OAをfeederとした
dural AVF (Cognard type IIa+b)を認め、高度皮質静脈逆流を認めた。静脈潅流改
善を目的としてSSS再開通を目指し、まず髄膜腫再発部の腫瘍摘出術を施行。2週
間後に冠動脈ステントを用いてSSS閉塞部の再開通を行った。続いて1週間後に
shuntに対しOnyxを用いたTAEを施行した。(結語) 閉塞機転やアクセス可能な
ルートを評価し、SSS dural AVFの3症例はいずれも経過良好であった。
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DP-33-4
上矢状静脈洞硬膜動静脈瘻に対してballoon protection下にOnyx
を用いて頸動脈的塞栓術をおこなった一例
傳　和眞（つとう かずま）1、竹内　昌孝（たけうち まさたか）1、
鵜山　淳（うやま あつし）1、松本　崇（まつもと たかし）1、小西　善史（こにし よしふみ）1

1西湘病院脳神経外科

背景：近年，硬膜静脈洞瘻(dAVF)に対してOnyxが使用可能となり治療の選択肢が
拡がったものの症例の蓄積が少なく症例毎の試行錯誤が必要である．また，Onyx
は静脈にmigrationした際の有害事象も報告されており発生の防止に努める必要が
ある．今回，我々はOnyxを選択的な分画に充填することおよび，静脈へのmigration
を阻止することを目的とした静脈洞balloon protection下の頚動脈的塞栓術(TAE)を
上矢状静脈洞(SSS)のdAVFに対して実施した1例を報告する．症例：58歳，女性．
強い頭痛を主訴に来院．頭部MRAおよび血管撮影にて上矢状静脈洞(SSS)のdAVF
と診断し症状の原因と判断した。流入動脈は両側の中硬膜動脈(MMA)で，流出路
はSSSを順行性およびわずかに逆行性に灌流し，皮質静脈への逆流は明らかではな
かった(Borden type1，Cognard type2a)．正常静脈灌流もSSSを利用しており，血
管撮影において造影剤が消失するまでに時間を要した．そのため，極力選択的で
short segmentに静脈洞を閉塞する治療方針を立てた．まず右MMAからOnyx18を
用いてTAEをおこない，SSSにはScepter Cを経静脈的にシャントポイントの極力
近傍まで進めてバルーンを拡張し，Onyxの充填部を限定するとともに，静脈への
migrationを防止した．Onyxの注入を続けるとシャントポイントを越えて左MMA
からの流入動脈にも逆流して充填され，結果的にシャントは消失した．頭痛は治療
後1週間の経過で大きく軽減した．結語：TAEにおいてOnyxを選択的に充填する
こと，および静脈へのmigrationを防止することに関して，経静脈的なballoon 
protectionは有用な可能性がある．
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DP-33-11
バルーン支援下でのONYXによるTAEと静脈洞のPTAにより順行性
の灌流に復した硬膜動静脈瘻の1例
山口　巌史（やまぐち よしふみ）1、三鬼　侑真（みき ゆうま）1、
中山　禎理（なかやま さだよし）1、鐵尾　佳章（てつお よしあき）1、
薮崎　肇（やぶざき はじめ）1、田中　優子（たなか ゆうこ）1、
松田　芳和（まつだ よしかず）1、津本　智幸（つもと ともゆき）1、
寺田　友昭（てらだ ともあき）1

1昭和大学藤が丘病院脳神経外科

【目的】dAVFの根治的治療にはTVEにより正常灌流を犠牲にせざるを得ないこと
もある. 今回我々は狭小化したアプローチルートのPTAとballoon protection下
TAEにより静脈灌流を順行性に復し得た症例を経験したので, 考察を加えこれを報
告する. 【症例】61歳男性. 2年前に耳鳴りを自覚し, MRIでLt TS-SS へのdAVFを
認めた. 半年毎にフォローされていたが, 1年前から症状増悪, SS-JV閉塞進行し当院
紹介. DSAでLt OA, MMAをfeederとし, 対側TS-SSへの逆行性shunt血流, 皮質
静脈逆流およびASVへの流出を認めるLt TS-SSのdAVF Cognard type 2a+bと判
断し治療方針となった. 【IVR】患側SS-JVは閉塞しており, 静脈は右頸部穿刺とし
た. ConfluenceからLt TSへ狭窄があり, マイクロカテは通過したがshunt pointへ
到達できなかった. 狭窄部にPTAを行い, DACが通過できたことでshunt pointに
誘導, コイルによるTVEで同部位のシャントは消失．T-S junctionのshuntに対し
Scepter Cを経静脈的に誘導, feederであるOA, MMA末梢にDefrictorを誘導し, 
Scepterによるｓinus protection下にONYX18によるTAEを施行. 同部位のshunt
および皮質静脈逆流は消失し, 静脈灌流は順行性に復した．【考察】本症例ではshunt 
pointの下流にASVが存在しONYXのsinusへの流出が問題となるため, コイル塞栓
とballoon protection下TAEを計画した. また狭窄したsinusにPTA施行しアプロー
チルートを確保して上記治療を行ったことで, シャント閉塞による皮質静脈逆流の
消失だけでなく静脈灌流を順行性にし得たと考えられる. 【結語】balloon protection
下でのTAEと狭窄したsinusに対するPTAで順行性の灌流に復した硬膜動静脈瘻
の1例を経験した．
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DP-33-10
TAE with sinus protectionにて一期的に治療し得たconfluence 
duralAVF
中山　禎理（なかやま さだよし）1、寺田　友昭（てらだ ともあき）2、
藤島　裕丈（ふじしま ひろたけ）2、山家　弘雄（やまが ひろお）2、
加藤　優（かとう ゆう）2

1昭和大学藤が丘病院脳神経外科、2昭和大学横浜市北部病院脳神経外科

（ は じ め に ）ONYX な ど 液 体 塞 栓 物 質 を 用 い た transarterial balloon-assisted 
embolization with transvenous balloon protectionの有用性は様々報告されている。
本邦でもdAVFに対するONYXの使用が保険適応となり、その使用経験が積み重
ねられている。今回、我々は著しいmultiple feederを伴った、high flow confluence 
dAVFに対して、同方法にて一期的に治療し得た症例を経験した。（症例）症例は
45歳男性、肺炎入院加療時脱力精査MRIにて著明な頭蓋内静脈拡張所見を認め当科
精査となった。脳血管撮影にて、両側中硬膜動脈、上行咽頭動脈、後頭動脈、浅側
頭動脈、内頚動脈・後大脳動脈・上小脳動脈硬膜枝などをfeederとして、静脈洞交
会前左方テントにシャントを伴うdAVFを認めた。流出路はSSS、falcine sinusな
どを介し、皮質および深部静脈に著明な頭蓋内逆流を伴っていた。静脈洞はすべて
開 存 し て い た た め、transarterial balloon-assisted ONYX embolization with 
transvenous balloon protectionにて治療を行った。Shoryu7*7を用いて静脈閉塞を
試みたが、シャント開口部が拡張した静脈洞交会に開口しており、１個のバルーン
では完全な静脈洞のprotectionは困難であったため、Shoryuを2個用いて、開口部
を閉塞することで、ONYXのSSS・TSへの逸脱を防ぎ、シャントを含め多数の
feederをONYX 12.5mlで順行性、一部逆行性に塞栓することができた。（結語）文
献 的 考 察 を 加 え、transarterial balloon-assisted embolization with transvenous 
balloon protectionの有用性、注意点など検討、報告する。
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DP-33-9
テント部硬膜動静脈瘻に対するバルーンカテーテルを用いたflow 
control下での塞栓術
大西　洋平（おおにし ようへい）1、川上　太一郎（かわかみ たいちろう）2、
石野　昇（いしの のぼる）1、下本地　航（しもほんじ わたる）1、高　沙野（こう さや）1、
松崎　丞（まつざき じょう）3、山縣　徹（やまがた とおる）1、
生野　弘道（いくの ひろみち）1、西川　節（にしかわ みさお）1

1守口生野記念病院脳神経外科、2ツカザキ病院脳神経外科、
3守口生野記念病院脳血管内治療科

【緒言】テント部硬膜動静脈瘻に対しての治療は経動脈的塞栓術が一般的であるが,
栄養血管が多数ある場合はshuntが残存する場合がある.今回バルーンカテーテルを
用いたflow controlを行うことでOnyxによる良好な塞栓を行えたので報告する.【症
例】66歳男性.来院2ヶ月前より右外斜視があり右眼結膜下出血を認めたため来院.頭
部MRIで右後頭葉に静脈の拡張を認め,MRAで右後頭動脈,中硬膜動脈,後硬膜動脈
の拡張を認めたが明らかなsinusとの連続は認めなかった. multiple shuntを有する
テント部硬膜動静脈瘻(Cognard分類Type4)の診断となり経動脈的塞栓術の方針と
なった . 外頚動脈に FlowGate 2, 後頭動脈に FUBUKI/ScepterXC を誘導し flow 
controlを行い,椎骨動脈にロードマスター/ FUBUKI,後硬膜動脈にScepterXCを誘
導した.FlowGate,後頭動脈側のScepterのバルーンを拡張させシャント部への血流
を遮断し,後硬膜動脈のScepterのバルーンも拡張させOnyxを注入した,段階的に
Onyxを注入し静脈への流入と中硬膜動脈,後頭動脈にも一部Onyxが到達した.右椎
骨動脈,右外頚動脈撮影では動脈相での拡張静脈の描出は消失した.術後MRIでも静
脈の描出は認めなかった.【考察】テント部硬膜動静脈瘻に対するOnyxでの経動脈
的塞栓術では非治療血管からの血流によりdrainerまたは罹患静脈洞に到達せずに
不完全閉塞に終わる場合がある.main feederや他の血管からの血流をcontrolするこ
とによりOnyxをより遠位に到達させることができ,approachできる血管が増えるこ
とでより確実な塞栓が行える.【結語】テント部硬膜動静脈瘻に対するバルーンカ
テーテルを用いたflow controlによりOnyxでの良好な塞栓が得られた.
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DP-33-8
小脳出血で発症したtentorial dural AVFに対してOnyxによる
TAEで根治した３例
武村　有祐（たけむら ゆうすけ）1、新居　浩平（にい こうへい）1、
坂本　王哉（さかもと きみや）1、井上　律郎（いのうえ りつろう）1、
平田　陽子（ひらた ようこ）1、山田　美穂（やまだ みほ）2、木村　聡（きむら さとし）2、
津川　潤（つがわ じゅん）2、東　登志夫（ひがし としお）1

1福岡大学筑紫病院脳神経外科、2福岡大学筑紫病院脳神経内科

【目的】小脳出血で発症したtentorial dural AVF(dAVF)に対し、Onyxによる経動
脈的塞栓術(TAE)で根治した３例を経験したので報告する。【症例】症例1. 69歳男
性。両側OAの硬膜枝、両側MMAのposterior convexity branch(PCB)をfeederと
し、falx cerebelli に shunt point を 認 め、briding vein(varix) を 介 し て superior 
vermian vein → vein of Galen → 直静脈洞へと流出する Borden type 3の falx 
cerebelli dAVFを認めた。左OA-MBと右MMA-PCBのfeederからTAEを施行し、
術後shuntは消失した。症例2. 57歳男性。両側OAの硬膜枝およびMMA-PCBを
feederとし、テント左後内側にshunt pointを有するdAVFを認めた。OAからの血
流をScepter XC balloonで遮断し、MMA feederよりTAEを施行した。術後shunt
は消失した。症例3. 73歳男性。左OAの硬膜枝および右MMA-PCB、右tentorial 
arteryをfeederとし、テント右後内側にshunt pointを有するdAVFを認めた。MMA 
feederからTAEを施行し、術後shuntは消失した。【考察】３症例ともMRI SWIで
は小脳全体が低吸収域を示し、広範なvenous congestionを示唆した。OA硬膜枝や
MMAをfeederとし、major sinusと離れており、infratentorial drainageを伴う
Borden Type3、Cognard 4のdAVFを呈した。MMAのposterior convexity branch
よりTAE施行しシャントの完全閉塞が得られた。Tentorial dAVFは、一般にnon-
sinusal typeのdAVFであり、殆どがTAEの適応となる。近年Onyxの治療報告が
多く、有効な治療戦略となっており、当症例でも良好な結果が得られた。【結論】
Tentorial dAVFは、OnyxによるTAEのよい適応と考えられた。MMAのposterior 
convexity branchは、Onyx注入の際には有用であった。
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DP-34-4
Isolated sinusを伴う横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対しOnyxを
用いて経動脈的塞栓術を行った2例
木村　新（きむら はじめ）1、茶谷　めぐみ（ちゃたに めぐみ）1、
白石　祐基（しらいし ゆうき）1、宮座　静香（みやざ しずか）1、
藤本　京利（ふじもと たかとし）1

1市立東大阪医療センター

【目的】isolated sinusを伴う横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対しOnyxを用いた経
動脈的塞栓術(TAE)を行い、完全閉塞を得た2例を経験したので文献的考察を加え
報告する。【症例1】63歳女性。一過性の右側視野異常を主訴に近医より紹介となっ
た。MRIで左後頭葉に多数のflow voidを認め、血管撮影ではisolated sinusを伴う
左横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻と著明な皮質静脈逆流を認めた。治療は複数ある
feederの中から左後頭動脈の乳突枝を選択し、マラソンを瘻孔のできるだけ近傍ま
で誘導しOnyxにてTAEを行った。plug and push techniqueでisolated sinusから
他のfeederまでOnyxを流入させて完全閉塞を得た。【症例2】64歳男性。左頭頂葉
の出血性梗塞に対し外減圧術を行った既往があり、上矢状静脈洞から左S状静脈洞
にかけての静脈洞閉塞を認めていた。その9ヶ月後に意識障害と右片麻痺の増悪を
主訴に救急搬送された。頭部CT/MRIで左被殻出血および左側頭葉の浮腫を認め、
血管撮影ではisolated sinusを伴う左横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻と著明な皮質静
脈逆流を認めた。治療は症例1と同様、後頭動脈乳突枝よりOnyxを用いたTAEを
行い完全閉塞を得た。【結論】isolated sinusを伴う横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に
対するOnyxを用いたTAEは、1回の治療で根治の得られる非常に有用な治療方法
である。この際、治療を安全かつ確実に行うためにはTAEに最適なfeederを選択
することが重要と考えられた。

10673

DP-34-3
横-S状静脈洞dAVFに対する経静脈洞バルーン支援法を用いた経動
脈的Onyx塞栓術
入江　恵子（いりえ けいこ）1、中原　一郎（なかはら いちろう）2、
吉川　信一朗（よしかわ しんいちろう）3、若林　俊彦（わかばやし としひこ）3、
佐々木　富男（ささき とみお）3

1名古屋共立病院脳卒中科、2藤田医科大学脳卒中科、3名古屋共立病院脳神経外科

目的：横-S状静脈洞(TS-SS) dAVFに対して正常静脈洞内への液体塞栓物質の逆流
を防ぐため経静脈的バルーン支援法を用いた経動脈的Onyx塞栓術を行い有用性に
ついて検討した.症例1:53歳,男性. 主訴は拍動性耳鳴り. 脳血管撮影で左TS-SSに
pouch 状に拡張したシャントを認め , 左 MMA , VA: posterior meningeal, ICA: 
tentorial, 左occipital arteryを流入動脈とし, confluenceに逆流して右TS-SSに流出
する dAVF を認めた .  左頸静脈は閉塞していた . 左 MMA petrosal branch に
Scepter balloon を誘導し , pressure cooker technique を用いて Onyx18で feeder 
occlusionを行った. 次に右頸静脈から静脈洞経由でShouryuバルーンをシャント近
傍まで誘導し拡張した状態で, 左occipital arteryをOnyx18を用いて塞栓した. ICか
らのシャントが一部残存したが症状は改善した. しかし, 1年後に血管写で再発を認
めたため、同様に経静脈的バルーン支援法を用いて VAの分枝血管にOnyx18を注
入しシャントは完全に消失した. 症例2:23歳, 女性. 拍動性耳鳴りで発症. 脳血管撮影
で主に左MMA, AphA, IC のMHTを流入動脈とし左TS-SS sinus近傍にシャント
を有し Labbe静脈, SPSに流出するdAVFを認めた.経静脈的にシャント部近傍の静
脈洞にShouryuバルーンを誘導しSPSはコイルで塞栓し,さらに左MMAはOnyx-18
を用いて塞栓を施行した. 術直後にわずかに流入動脈残存を認めたが拍動性耳鳴り
は消失した. 結論:TS-SS dAVFに対する経静脈的バルーン支援法を用いた経動脈的
Onyx塞栓術は、正常静脈洞を温存し選択的にシャント部を塞栓できる有用な治療
法である.

10737

DP-34-2
Borden type I TS-SS dAVF にballoon assisted TAE を行なった
１例
佐藤　裕（さとう ゆう）1、岸本　智之（きしもと ともゆき）1、
南平　麻依（なんぺい まい）1、津田　和彦（つだ かずひこ）1

1松阪中央総合病院

【緒言】Borden type I dAVFの治療適応は未だコンセンサスが得られていないが、
症候性病変で症状緩和または皮質静脈逆流解除が主な治療目的となる。また少なか
らず含まれるaggressive type の自然歴など不明な点も多く、議論の余地が多い。
耳鳴で発症し、症状増悪傾向であったBorden type I TS-SS dAVFの症例に対し、
血管内治療を行なった１例を報告する。【症例】77歳男性　約１年前より左拍動性
耳鳴を生じ、徐々に進行した。Starling 8mm40mmにてTS-SS 内にてinflation し
sinusを保護した。後頭動脈及び後耳介動脈の栄養血管からScepterXCよりOnyx18
を、更に中硬膜動脈から25%NBCAを順次注入した。シャントは著明に消失し、術
後耳鳴は消失した。【考察】Borden type I dAVFは、約53%と頻度は多いが、順行
性のsinus flowが保たれおり、出血率は0% と予後は良好である。その為、治療対
象とはなり得なかったが、2%にaggressive type が含まれ、耳鳴、難聴など症候性
病変となる。（1996 JNS）また、sinusの狭窄、閉塞にて一気に予後不良の病変に変
貌する可能性を孕んでいる。Borden type Iは罹患静脈洞を根治的に閉塞出来ない
ため、TAE単独またはsinus balloon補助下のTAEが行われることが多い。更にcoil 
direct packing TVE、Onyx 使用下TVEの報告も散見されるようになり、治療成績
は飛躍的に向上していると思われる。今後の症例の蓄積によるが、標準的治療とし
て確立される可能性は高いと思われた。

10320

DP-34-1
横S状静脈洞硬膜動静脈瘻に対する治療法選択のための新分類と治療
成績
当麻　直樹（とうま なおき）1、鈴木　有芽（すずき ゆめ）1、
三浦　洋一（みうら よういち）1、芝　真人（しば まさと）1、
安田　竜太（やすだ りゅうた）1、鈴木　秀謙（すずき ひでのり）1

1三重大学大学院医学系研究科�脳神経外科

【目的】横S状静脈洞硬膜動静脈瘻(TSDAVF)に対する治療法選択のため，静脈洞
の状態による新分類を考案し治療成績を検証した．【対象と方法】TSDAVF自験29
例を以下のように分類した．Type 1：静脈洞は開存しており塞栓できない，Type 
2：静脈洞の一側は閉塞しており部分的に塞栓できる，Type 3：静脈洞は両側が閉
塞しており塞栓できる（Isolated sinus shunt），Type 4：静脈洞は関与しない

（Bridging vein shunt）．Type 1はLalwani分類のGrade 1, 2，Type 2はGrade 3，
Type 3はGrade 4に相当し，Type 4は同分類の対象外である．【結果】Type 1が11
例，Type 2が7例，Type 3が7例，Type 4が4例であった．選択した治療ストラテ
ジーは，Type 1では経過観察5例，経動脈的塞栓術（TAE） 6（NBCA 3，Onyx 3）
例，Type 2では経静脈的塞栓術（TVE） 7例，Type 3ではTVE 6例，TAE 1（Onyx 
1）例，Type 4ではTAE 4（NBCA 3，Onyx 1）例であった．Type 2, 3, 4の18例は
すべて完全閉塞できた．Type 1のTAE６例は部分閉塞であったが症候は軽減した．
1例は経過中にType 2となりTVEで完全閉塞できた．周術期合併症は穿刺部仮性動
脈瘤1例であった．6か月以上follow-upした20例に再発はなかった．【考察】皮質静
脈逆流の有無は治療ストラテジーにほとんど影響しないため，Borden分類や
Cognard分類は治療法選択に最適な分類ではない．治療成績の検証により新分類に
基づいたTSDAVFに対する治療法選択の妥当性を示すことができた．
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DP-34-8
硬膜動静脈瘻の経静脈的塞栓術に対する内頚静脈直接穿刺の有用性
木村　颯（きむら りゅう）1、春間　純（はるま じゅん）1、
菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、胡谷　侑貴（えびすだに ゆき）1、
佐藤　悠（さとう ゆう）1、西　和彦（にし かずひこ）1、村井　智（むらい さとし）1、
高橋　悠（たかはし ゆう）1、平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、
杉生　憲志（すぎう けんじ）1、伊達　勲（だて いさお）1

1岡山大学大学院脳神経外科

【緒言】画像検査の精度向上により、シャント疾患の診断率が向上し、治療件数も
増加している。治療においては、硬膜動静脈瘻（DAVF）では根治を得るのに経静
脈アプローチ(TVE)が必要となる場合も多い。当院で実施した内頚静脈(IJV)直接穿
刺法を、実際の症例を踏まえ考察を加えて報告する。【方法】診断造影カテーテル
を病側の総頚動脈に留置し血管造影を施行。IJVが確認出来る静脈相でロードマッ
プを作成する。これを元に5FrショートシースをIJVに挿入し、6Frまたは7Frのガ
イディングシースへ入れ替えを行う。【代表例】50歳代女性。出血発症の多発性難
治性DAVF(Borden分類Type2)。出血点が疑われたfalcine sinus近傍のシャント部
位を塞栓する方針とした。上記の方法で右IJVに7Frガイディングシースを挿入し、
2本のTACTICSを、上矢状静脈洞(SSS)を経由して拡張していた皮質静脈まで誘導
を試みた。SSSから皮質静脈の角度が急峻で、TACTICSを誘導する際にガイディ
ングシースが滑落したが、これを用手的に直接サポートする事で誘導が可能となっ
た。2本のマイクロカテーテルは目標血管のinterfalcine sinusまで容易に誘導でき、
コイル及びNBCAを用いてシャント閉塞を行った。【考察】血管内治療、特にTVE
ではカテーテルのバックアップが重要となる。IJV直接穿刺はロードマップを用い
る事で安全かつ簡便に施行可能である。中間カテーテルまたはマイクロカテーテル
を病変に誘導する際に、直接ガイディングシースを直接サポートすることで、バッ
クアップが向上する点が特に有用な点である。【結語】IJVの直接穿刺は安全かつ簡
便に施行可能で、またガイディングカテーテルの安定性が得られ有用な方法である。

10323

DP-34-7
硬膜動静脈瘻に対する両側内頚静脈直接穿刺による経静脈的塞栓術の
有用性と安全性
内田　充（うちだ みつる）1、佐藤　徹（さとう てつ）1、太田　剛史（おおた つよし）1、
濱野　栄佳（はまの えいか）1、原　健司（はら たけし）1、角　真佐武（すみ まさたけ）1、
橋村　直樹（はしむら なおき）1、池堂　太一（いけどう たいち）1、
櫛　裕史（くし ゆうじ）1、西脇　崇裕貴（にしわき たかゆき）1、
飯原　弘二（いいはら こうじ）1、片岡　大治（かたおか ひろはる）1

1国立循環器病研究センター脳神経外科

【背景】dAVFに対する経静脈的塞栓術(TVE)において、罹患静脈洞へ到達困難な
場合がある。当科では両側内頚静脈(IJV)穿刺による病変アプローチを行っており、
その有用性と安全性について検討した。

【対象】2009年1月から2019年12月に海綿静脈洞部(CS)、横・S状静脈洞部(TS) dAVF
に対して両側IJV直接穿刺によるTVEを企図した46例

【方法】罹患静脈洞への到達率、到達法、治療結果および合併症について検討を行っ
た。

【結果】対象は平均年齢67.4±12.3歳、病変はCS 19例(41%)、TS 27例(59%)であっ
た。罹患静脈洞への到達について、45例(98%)でIJV経由での病変到達が可能であっ
た。静脈洞閉塞を認めた16例(35%)中10例で患側IJVから閉塞した静脈洞に到達可
能であり、到達し得なかった5例は対側アプローチへの変更、1例はparallel sinus経
由で病変に到達できた。また19例(41%)で両側IJV経由での治療を行っており、12
例が両側からのTVE、6例がアプローチ変更、1例が対側より静脈洞形成を行った症
例であった。45例(98%)が治療終了時にシャント閉塞、僅かな残存となり、RLVD
を認めた38例全例でRLVDが消失した。合併症として1例で横静脈洞の穿孔を認め
たが無症候で経過し、IJV穿刺に伴う合併症は認めなかった。

【考察・結語】両側IJV穿刺により、閉塞静脈洞貫通時のサポートが強化され、貫通
困難な場合には迅速なアプローチ変更を行うことで罹患病変へ到達できた。また穿
刺部合併症は認められず、両側IJV穿刺は有用で安全な方法と考えられる。

10651

DP-34-6
Parasinus様に拡張したvenous pouchを直接穿刺しTVEを行った
横・S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
北林　朋宏（きたばやし ともひろ）1,2、会田　泰裕（あいだ やすひろ）2,3、
河原　庸介（かわはら ようすけ）2,4、東馬　康郎（とうま やすお）2

1金沢大学脳神経外科、2福井県立病院、3石川県立中央病院、4横浜栄共済病院

【症例】78歳、男性【主訴】胸部不快感【既往歴】高血圧、脊柱管狭窄症【現病歴】
20XX年散歩中に突然の胸部不快感が出現し救急要請。脳出血を指摘され当科対診。

【臨床経過】搬送時、失見当識と反応遅延、左半側空間無視を認めた。CTで多発脳
出血、MRIでは右側頭葉・後頭葉に著明なヘモジデリン沈着と浮腫性変化、右OA
の発達と内頚静脈の高信号を認め、横・S状静脈洞部のdAVFと考えられた。【治療
経過】血管造影では、右OAをmain feederとし、皮質静脈逆流を伴うS状静脈洞部
dAVFを認めた。横静脈洞は閉塞しており、S状静脈洞も閉塞に近い状態であった。
出血発症のdAVFであることから、根治的治療を急ぐ必要があり、TVEを施行し
た。アプローチは小開頭下venous pouch直接穿刺を選択し、shuntの完全な閉塞を
得られた。しかし術3日後から失見当識と多弁多動が出現し、CTにて浮腫の増悪を
認めた。血管造影検査では静脈うっ滞の増悪を認めたが、シャントの再発は認めな
かった。抗浮腫療法とリハビリテーションを継続し、術後3週間程度で浮腫と症状
の改善が得られた。【考察】TVEのアプローチとしては大腿静脈穿刺でのアプロー
チが第一選択となる。本症例ではS状静脈洞の完全閉塞はなかったものの、静脈の
状態と開頭時にfeederが処理できる点からvenous pouchの直接穿刺を選択した。術
後の一過性の浮腫増悪については、シャント部近傍の正常灌流に寄与する小静脈を
一部閉塞させた可能性が考えられた。【結語】venous pouch直接穿刺で良好な塞栓
が得られた一例を経験した。

10213

DP-34-5
腹臥位で治療した横静洞直接穿刺による硬膜動静脈瘻の一例
田中　健太郎（たなか けんたろう）1、花川　一郎（はなかわ かずお）1、
難波　慶（なんば けい）1、藤家　尚嗣（ふじか しょうじ）1、
坂倉　悠哉（さかくら ゆうや）1、大井田　知彌（おおいだ ともや）1、
有屋田　健一（ありやだ けんいち）1、長島　良（ながしま りょう）1、
堤　恭介（つつみ きょうすけ）1、土屋　掌（つちや つかさ）1、
中村　安伸（なかむら やすのぶ）1、村尾　昌彦（むらお まさひこ）1

1東京都立墨東病院脳神経外科

Isolated sinusを伴う硬膜動静脈瘻は、脳表静脈逆流を来たし、頭蓋内出血や静脈性
梗塞、頭蓋内圧亢進などの重篤な症候が出現するリスクが高いとされ、治療の必要
性が高い。血管内手術の場合には、経大腿静脈による経静脈的アプローチでisolated 
sinus にカテーテルを挿入してコイルを用いた罹患静脈洞の経静脈的塞栓術

（transvenous embolization：TVE）を行うことが主流であるが、閉塞した静脈洞を
カテーテルが通過することが困難なこともある。その場合は罹患静脈洞の直接穿刺
によるTVEが考慮されるが、腹臥位で横静脈洞を直接穿刺した報告は少ない。今
回我々は、経大腿静脈アプローチでのTVEが困難であった横・S状静脈洞部硬膜動
静脈瘻に対して、腹臥位で小開頭を行い、横静脈洞直接穿刺によるTVEを経験し
たので、若干の文献的考察を加え報告する。
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DP-35-2
内頚動脈海綿静脈洞瘻に対し治療を行った3症例の検討
白神　俊祐（しらが しゅんすけ）1、高田　久（たかた ひさし）2、
高田　翔（たかた しょう）1、正島　弘隆（しょうじま ひろたか）1、
飯塚　秀明（いいづか ひであき）1

1金沢医科大学、2金沢医科大学氷見市民病院

＜目的＞当院で血管内治療を行った内頚動脈海綿静脈洞瘻の３症例について、治療
方針、今後の課題について検討。＜方法＞当院で治療を行った内頚動脈海綿静脈洞
瘻の3症例について、年齢、性別、外傷or特発性、症状、発症から診断、治療まで
の期間、治療方法、治療回数、症状の改善、手術合併症、特に外転神経麻痺の出現
の有無、外転神経麻痺回復の有無について検討した。＜結果＞40代の男性2人、80
代女性1人、外傷1例、特発性2例。3例とも頭痛、眼痛、結膜充血、眼球突出、血管
性耳鳴りを認め、視力障害なし。2例で複視を認め、1例は両眼に症状があった。発
症から1-2ヶ月で診断、1-3ヶ月で治療を行った。治療は3例とも海綿静脈洞のcoil塞
栓術を行い、2例は経静脈的(TVE)、1例は経動脈的(TAE)に瘻孔部から海綿静脈洞
へ入った。治療回数は1例は1回、2例は2回行った。2回治療を行った例は、TVEで
海綿静脈洞に到達できず、2回目にTAEで治療。もう1例は、TVEで海綿静脈洞の
塞栓を行ったが、1週間後に再発し再度TVEを行った。術後の合併症は3例とも、術
後外転神経麻痺が出現したが2-3ヶ月で改善し、3ヵ月後のmRS　grade 0でその後、
再発はない。＜結論＞3例のCCFに対しcoil塞栓術を行い、良好な結果がえられた。
しかし、3例とも術後外転神経麻痺が出現した。3例とも術後2-3ヵ月で改善したが、
内頚動脈と海綿静脈洞部のdirectな瘻孔なため海綿静脈洞のtight packingになり、
3例とも一過性の外転神経麻痺が出現し、海綿静脈洞の神経症状が出現しやすいと
考える。海綿静脈洞を塞栓しない治療、瘻孔部にcovered stentなどで瘻孔部のシャ
ントを閉塞させる治療が報告されはじめており、今後の治療法として検討される。
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DP-35-1
症候性海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻38例の解析
大森　雄樹（おおもり ゆうき）1、賀来　泰之（かく やすゆき）1、
林　建祐（はやし けんゆう）1、天達　俊博（あまだつ としひろ）3、
中川　隆志（なかがわ たかし）4、戸高　健臣（とだか たてみ）2、
武笠　晃丈（むかさ あきたけ）1

1熊本大学医学部脳神経外科、2熊本赤十字病院�脳神経外科、
3済生会熊本病院�脳神経外科、4熊本医療センター�脳神経外科

【目的】神経症状或は眼症状を呈した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する血管内治
療の術後経過について検討する。【対象と方法】2013年4月-2020年3月に、神経症状
もしくは眼症状で発症した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻連続38症例を対象とした。方
法は、MRI/MRA、視機能評価の後、全麻下に経静脈的コイル塞栓術を行った。塞
栓法の優先順位は(1)shunt pointの選択的塞栓(2)眼静脈及び頭蓋内流出路の閉塞(3)
海綿静脈洞内のrough packingの方針で行った。【結果】男性10例女性28例。平均年
齢は72.7歳（57歳-87歳）。眼症状は33/38例に、術前眼圧上昇は23/38例に、脳神経
麻痺は33/38例に認めた。症状出現から治療までの平均罹病期間は22.3週（2-92週）。
術後、眼球突出と眼球結膜充血は2週間以内に全て軽快した。神経症状はII、III、
IV、V、VIを認め、術後、1週-20週で34/38例が軽快した。複数回の治療を要した
症例は5/38例で、VI麻痺が残存した2例は術前に完全麻痺の状態と罹病期間が92週
と長期であった。術後、神経症状の悪化を認めた症例はなかった。【結論】shunt 
pointの選択的塞栓と流出静脈閉塞を優先し、海綿静脈洞内をrough packingするこ
とで、術後脳神経麻痺の発生や残存を抑制する事ができると考えられた。
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DP-34-10
静脈洞閉塞を伴う横静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する静脈洞形成術が有
用であった1例
近藤　康介（こんどう こうすけ）1、上田　啓太（うえだ けいた）2、
久保田　修平（くぼた しゅうへい）2、周郷　延雄（すごう のぶお）1

1東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森）、
2東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（佐倉）

【はじめに】横～S状静脈洞硬膜動静脈瘻では、静脈洞閉塞を伴うことが少なくな
い。その場合には、動静脈瘻が治癒しても正常な静脈灌流が得られるわけではない。
今回われわれは、閉塞静脈洞に血管形成術を施行することで順行性の血流改善が得
られた症例を経験したので報告する。

【症例】85歳女性。進行する認知症に対して頭部MRIを施行したところ、横静脈洞
部硬膜時動静脈瘻を疑われ、関連施設脳神経外科へ紹介となった。脳血管撮影にて、
両側後頭動脈をfeederとして右横静脈洞部からConfluence周辺にシャントが確認さ
れた。右S状静脈洞と左横静脈洞は閉塞していた。シャント血流は上矢状静脈洞お
よび直静脈洞、右Labbe静脈を介して広範に逆流しており、Cognard typeIIa+bと
診断された。

【手術】全身麻酔下で経静脈的塞栓術を施行した。左S状静脈洞から横静脈洞閉塞部
を経由してアプローチし、右横静脈洞を塞栓した上で、さらに左横静脈洞閉塞部に
形成術を施行した。その結果、シャントの減少に加えて横静脈洞が開通したことで
良好な順行性血流が得られたことにより、静脈洞の逆流は消失し、Cognard typeI
へと改善した。術後に明らかな合併症は無く経過観察中である。

【考察】Isolated sinus症例等で経静脈的塞栓術を行う際には、閉塞静脈洞を経由し
て治療行う必要があるが、慎重に行うことで通過できることが多い。本症例では閉
塞部をバルーンで拡張させることで良好な順行性血流が得られ、静脈灌流障害を改
善できる有用な手技と考えられた。ただし、手技に関しては静脈洞損傷のリスクを
考慮し慎重に行う必要がある。

【結語】静脈洞閉塞部に対する形成術は静脈圧を低下させるために有用であった。
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DP-34-9
横・S状静脈洞硬膜動静脈瘻により三叉神経痛を来した一例
山内　圭太（やまうち けいた）1、堀　貴光（ほり たかみつ）1、
熊谷　昌紀（くまがい まさき）1、酒井　秀樹（さかい ひでき）1

1国立病院機構�豊橋医療センター�脳神経外科

【目的】三叉神経痛の原因が硬膜動静脈瘻であると考えられた横・S状静脈洞硬膜動
静脈瘻の一例を経験したため報告する。【症例】45歳女性。右側の拍動性耳鳴を主
訴に当科外来を受診。MRI、脳血管撮影にて右横・S状静脈洞硬膜動静脈瘻（Borden 
Type 1）と診断、経過観察を行っていた。約1年の経過で三叉神経V２領域の顔面
痛が出現、増悪傾向となり、治療を企図した。脳血管撮影では、中硬膜動脈後枝、
後 耳 介 動 脈、 後 頭 動 脈 と、artery of foramen rotundum, inferolateral trunk, 
tentorial arteryからテント縁に沿って流入するfeederを認めた。シャントは主にS
状静脈洞に集簇し、sinus内に順行性と逆行性にdrainageされ、皮質静脈逆流は認
めなかった。初回治療は経動脈的塞栓術を行った。中硬膜動脈後枝、後頭動脈から
Onyx18にて塞栓し、後頭動脈近位部と後耳介動脈からのシャントが残存したが、テ
ント縁からのfeederは消失した。術後、顔面痛、耳鳴は改善し経過観察を行ってい
たが、約3ヶ月の経過で耳鳴、顔面痛の再発、MRIにてシャントの再発を認めた。
経静脈的塞栓により再治療を行った。左内頸静脈からアプローチして、vein of Labbe
の流出部を温存してS状静脈洞をコイルで閉塞し、シャントはほぼ消失した。術後、
約２日間一過性の顔面痛の悪化を認めたが、その後改善傾向となり消失した。【考
察・結語】通常三叉神経痛は、root entry zoneへの血管などの接触により引き起こ
されるが、本症例では硬膜動静脈瘻により発達した正円孔動脈が上顎神経を圧迫し
ていたことが、本領域に限局した顔面痛の原因であると考えられた。本症例につい
て文献的考察を加えて報告する。
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DP-35-6
進行性神経症状悪化を呈するテント部硬膜動静脈瘻に関する静脈灌流
様式の検討
石黒　太一（いしぐろ たいち）1、石川　達也（いしかわ たつや）2、
村上　理人（むらかみ まさと）1、田中　優貴子（たなか ゆきこ）1、
桑野　淳（くわの あつし）1、程塚　研一（ほどつか けんいち）1、
野村　俊介（のむら しゅんすけ）1、川島　明次（かわしま あきつぐ）1、
川俣　貴一（かわまた たかかず）2

1東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科、2東京女子医科大学脳神経外科

【背景】テント部硬膜動静脈瘻(TdAVF)は多彩な臨床症状を示す。中には視床や脳
幹に静脈性浮腫を伴い、神経症状や認知症状の進行性悪化を呈する症例がある。今
回は自験例を基にTdAVFの静脈灌流様式を調査し、過去の報告をふまえ神経症状
悪化の原因となる静脈灌流様式を検討した。【症例】2019年4月から2020年6月の間
に当科で経験したTdAVF4例のうち、2例が進行性神経症状悪化を呈した。症例1は
43歳男性、進行性認知機能障害で指摘されたTdAVFの患者。MRI上両側視床浮腫
を呈していた。脳血管撮影上tentorial artery, occipital artery mastoid branch等か
ら 左 superior vermian vein へ shunt を 認 め、basal vein of Rosental(BVR) へ
drainageしていた。Straight sinus(SS)が閉塞しており、vein of Galenから両側
internal cerebral artery(ICV)への静脈逆流を認めていた。症例2は74歳男性、進行
性構音障害、歩行障害の精査で指摘されたTdAVFの患者。右脳幹浮腫を呈してお
り、脳血管撮影上 tentorial artery, posterior meningeal artery 等から左 lateral 
pontine veinへのshuntを認め、BVRからvein of Galenにdrainageするも、SSに
高度狭窄があり、対側BVR, lateral mesencephalic veinに逆流を認めていた。2例と
もONYXを用いたTAEを行い、shuntの完全閉塞を得られた。【考察・結論】進行
性神経症状悪化を呈するTdAVFは稀ではあるが、同様の症例の静脈灌流様式につ
いて過去の報告を可能な限り渉猟した。ICVへの逆流は視床浮腫による進行性認知
機能障害の原因となり、またperimesenccephalic veinの逆流は脳幹浮腫による神経
症状悪化の原因となることが示唆された。SSの狭窄、閉塞はこれらのリスク要因と
考えられた。
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DP-35-5
経皮質静脈的塞栓術を行い完全閉塞が得られた傍海綿静脈洞部硬膜動
静脈瘻の一例
赤松　洋祐（あかまつ ようすけ）1,2,3、Santiago Gomez-Paz（さんてぃあご ごめすぱす）3、
Justin Moore（じゃすてぃん もあ）3、Ajit Puri（あじと ぷり）4、
Christopher Ogilvy（くりすとふぁ おぎるび）3、小笠原　邦昭（おがさわら くにあき）1、
Ajith Thomas（あじす とます）3

1岩手医科大学�脳神経外科、2岩手県立中部病院�脳神経外科、
3ベスイスラエルディーコネス医療センター�脳神経外科、4Umass記念病院�放射線科

海綿静脈洞の発達は個人差があり、傍海綿静脈洞に直接皮質静脈が流入することが
ある。同部位の硬膜動静脈瘻は稀な疾患ではあるが、海綿静脈洞にシャント部位が
ないため誤って海綿静脈洞内を塞栓した場合には皮質静脈にシャント血流が収束す
ることで出血性合併症のリスクが高まる。今回、直接皮質静脈逆流を有する傍海綿
静脈洞硬膜動静脈瘻に対して経皮質静脈的塞栓術を行い完全閉塞が得られたので報
告する。症例は62歳女性。右眼球突出と間欠的な頭痛の精査で行ったMRIで拡張し
た血管を右眼窩外側で海綿静脈洞部前方に認めた。脳血管撮影では、右内頸動脈撮
影で眼動脈3rd segmentをfeederとし、carotid siphon前外側でシャントを形成し、
前頭葉皮質静脈を介し上矢状洞とBasal vein of Rosenthalをdrainerとする動静脈
瘻を認めた。静脈相で両側の海綿静脈洞が描出された。シャントは通常の海綿静脈
洞部にないことから、inferior petrosal sinusなどのルートからはシャント部位へ到
達できないことも予想された。ドレナージルートとなっている皮質静脈と上矢状洞
の蛇行はさほど強くなかったため、同ルートからの経静脈的塞栓術を行うこととし
た。大腿静脈から病変までの距離が遠いため右内頸静脈を穿刺し直接マイクロカ
テーテルを上矢状洞ー皮質静脈を介してマイクロカテーテルを病変部に誘導。海綿
静脈洞内で行ったマイクロカテーテル撮影ではシャント血流は確認されず、マイク
ロカテーテルを引き戻して傍海面静脈洞部で行った血管撮影でシャント血流を確認
し、同シャント部位でコイル塞栓を行いシャントの完全閉塞が得られた。術前認め
た症状は術後速やかに消失し１年間症状の再発なく経過している。
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DP-35-4
上眼静脈を経由して治療し得た海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
筒井　泰史（つつい たいし）1、吉川　陽文（よしかわ あきふみ）1、
見崎　孝一（みさき こういち）1、出村　宗大（でむら むねひろ）1、
宇野　豪洋（うの たけひろ）1、上出　智也（かみで ともや）1、
中田　光俊（なかだ みつとし）1

1金沢大学脳神経外科

【はじめに】海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻（CSdAVF）は約25%の症例では自然治癒
を認めるが、静脈への逆流やうっ血の強い症例、眼症状が進行する症例では経静脈
的塞栓術（TVE）が第一選択となる。通常は下錐体静脈洞経由でのTVEが行われ
るが、下錐体静脈洞閉塞を伴う場合には海綿静脈洞への到達方法の選択が重要とな
る。今回、眼症状にて発症したCSdAVFに対し上眼静脈経由のTVEを施行した症
例を経験したため報告する。

【症例】60歳男性。左目の充血・眼球突出が主訴の左CSdAVFの症例。術前精査で
両側の外頚動脈・内頚動脈からのシャントを認め、海綿静脈洞の内側後上方に
shunted pouchを認めた。流出路は左上眼静脈や左浅側頭静脈・左上錐体静脈洞や
左鈎静脈であった。進行する左眼症状に加え、深部静脈への逆流と左小脳脚に浮腫
性変化を認めることからTVEを施行した。大腿静脈穿刺で左外頚静脈へガイディ
ングカテーテルを誘導し、中間カテーテルを使用し左顔静脈から上眼静脈経由で海
綿静脈洞へ到達した。上錐体静脈洞と鈎静脈の入口部を塞栓することで深部静脈へ
の逆流が消失し、続いてshunted pouch近傍の塞栓でシャントの完全消失を得た。
術後に一過性の左外転神経麻痺を認めたが、術前から認めた充血や眼球突出は改善
し自宅退院となった。

【まとめ】CSdAVFでは静脈洞の内側後上方にshunted pouchを認める症例が多く、
上眼静脈経由のTVEはshunted pouch近傍を治療初期に塞栓でき、使用するコイ
ル数も削減できるため有用であるとされている。実際、下錐体静脈洞が閉塞した本
症例においても、上眼静脈経由で海綿静脈洞に到達し、最終的に浅側頭静脈や上眼
静脈への塞栓を行わずに治療を終了できた。
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DP-35-3
海綿状脈洞部硬膜動静脈瘻に対する直接穿刺によるSOV経由による
治療例の検討
各務　宏（かがみ ひろし）1、岩間　隆史（いわま たかし）2、中川　祐（なかがわ ゆう）2、
峯　裕（みね ゆたか）2、稲葉　真（いなば まこと）2

1済生会横浜市東部病院�脳血管内治療科、2済生会横浜市東部病院�脳神経外科

【はじめに】海綿状脈洞部硬膜動静脈瘻に対する治療では、下錐体静脈洞経由での
経静脈的塞栓術が一般的であるが、アクセス困難例に対しては、経顔面静脈的に眼
角静脈からSOV経由で行う方法や眼角静脈を直接穿刺しSOV経由で塞栓術を行う
方法などがある。今回、当院で最近眼角静脈を直接穿刺し、SOV経由で塞栓術を
行った症例について検討する。【症例】１、74歳男性、眼の充血発症で、経大腿静
脈から両側IPS経由での塞栓術を試みるが、アクセス困難のため、後日上眼瞼部小
切開による直接穿刺に変更し、CSシャント部～SOVおよびIOV流出部をコイル塞
栓し、完治。２、48歳男性、充血発症で、経大腿静脈からの塞栓術を試みたが、ア
クセス困難のため、後日直接穿刺に変更、SOV～IOV合流部付近のシャント部を
中心にコイル塞栓し、完治。３、67歳女性、充血発症で、経大腿静脈からの塞栓術
を試みたが、病変側IPSが未発達で対側からのアクセスを試みるが困難のため、後
日直接穿刺に変更。穿刺針挿入後、コイル塞栓が困難となり、約0.5CCで造影する
と造影剤の漏出を確認、その後の造影ではシャント描出不良となり治療を中止。フォ
ローアップで硬膜動静脈瘻消失し、再発せず症状も完治している。【考察】海綿状
脈洞部硬膜動静脈瘻はその治療適応や、治療のタイミング、アクセスなどさまざま
な検討すべき項目がある。今回、アクセス困難例に対して、上眼瞼小切開による眼
角静脈の直接穿刺によるSOV経由での治療を行った症例に関して検討した。確実な
治療のために直接穿刺を当初から行うべきであるか、手術不成功例でも治癒する症
例もある可能性など、症例ごとに問題点があるため、引き続き検討を重ねていく必
要がある。
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DP-35-10
頭蓋内硬膜動静脈瘻治療後の抗凝固療法についての検討
中林　規容（なかばやし きよう）1、相見　有理（あいみ ゆり）1、
吉田　光宏（よしだ みつひろ）1、石田　衛（いしだ まもる）1、
苗代　朋樹（なわしろ ともき）1、寺尾　和一（てらお かずいち）1、
濱崎　一（はまさき はじめ）1

1市立四日市病院�脳神経外科、脳神経血管内治療科

【目的】頭蓋内硬膜動静脈瘻(dAVF)塞栓術後の合併症に静脈還流障害があり、抗凝
固療法が行われている。当院でのdAVF塞栓術後の抗凝固療法の状況と静脈還流障
害の合併症につき検討した。【対象及び方法】2008年1月から2020年6月までに当院
で治療を行ったdAVF35症例42回(複数回治療3症例)の治療につき検討した。年齢、
性別、dAVFの部位、発症症状、脳皮質逆流(CVR)、皮質静脈の拡張(VE)、治療内
容、治療後のヘパリン使用、治療結果、静脈還流障害の出現、合併症につき検討し
た。【結果】年齢18-85歳(平均63.6歳、男性17、女性18、海綿静脈洞部(CSS)14、横S
状静脈洞部(TSS)10、anterior condylar confluent(ACC)4、上矢状洞部(SSS)2、テン
ト(Tent.)1、前頭蓋窩(ACF)1、後頭蓋窩(PCF)1、頭蓋頸椎移行部(CCJ)1、subocciptal 
cavernous sinus(SOCS)1、発症症状 眼症状14、耳鳴8、脳還流障害5、痙攣3、出血
3、その他2、ドレナージ形状CVR22(CVRのみ12)、VE12、治療内容 TAE16、TVE18、
TAE+TVE8 、追加治療で開頭術2、定位放射線治療1が行なわれた。治療後ヘパリ
ン有9回(TSS4、SOCS1、PCF1、CVR6、VE3、 TAE4、TVE3、TAE+TVE2 )の治
療で使用。症候性静脈還流障害の合併3例(TSS2、PCF1、TVE2、TAE1))あり全例
で抗凝固ががなされており、継続強化により神経症候の改善を見た。治療後のdAVF
はCR32、PR3となっている。【考察】当院での治療後の抗凝固療法はTSS部、後頭
蓋窩症例で選択的になされ、治療例の中に症候が出現、軽快していた。症候出現時、
残存シャント影響の検討も必要であった。【結語】頭蓋内dAVFの治療後の抗凝固
療法はTSS、後頭蓋窩の部位でCVR、VEのある症例で行われ、副作用なく有用と
考えられた。

10640

DP-35-9
症候性Borden type1硬膜動静脈瘻に対する治療戦略別にみた当院で
の治療成績
加藤　直毅（かとう なおき）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、塚田　哲也（つかだ てつや）1、
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、
クロップ　明日香（くろっぷ あすか）1、大塚　崇史（おおつか たかし）1、
中野　瑞生（なかの みずき）1、松野　宏樹（まつの ひろき）1

1名古屋大学医学部脳神経外科

【目的】Borden type1 硬膜動静脈瘻（dAVF）は、治療後再発を繰り返すことがあ
り介入のタイミングが難しい場合がある。当院では生活に支障をきたす症候性
Borden type1 dAVFは治療介入の方針としている。当院で治療を行ったTAE, TVE
どちらも第一選択となるTS junction、SSS dAVFの症例を治療法別に比較し、治
療成績について検討した。【対象と方法】当院で2010年1月ー2019年12月までにborden 
type1と診断され治療を行った19例を対象とした。評価項目は、治療後シャント消
失、画像上増悪の有無、症状改善・消失の有無、症状再発の有無、術中・術後合併
症、aggressive typeへのconversionをONYXによるTAE（O群）、その他塞栓物
質によるTAE（A群）、TVE（V群）で比較した。【結果】観察期間中央値は15（1ー
105）ヵ月。19例中、男性9女性10例、平均年齢は62歳であった。症状は全例耳鳴り
発症であった。治療法別に、O群4例、A群5例、V群（全例cognard 2A）10例で
あった。V群のうち5例はTAEを追加した。治療後の画像によるシャント消失はO
群1例、A群1例、V群5例、画像上増悪の有無はO群1例、A群2例、V群3例であり、
追加治療を実施した（A群1例、V群3例）。症状に関して、消失がO群3例、A群4
例、V群8例であり、全例術前より症状改善を示した。症状再発はO群1例、A群1
例、V群2例であった。合併症については、O群1例、A群0例、V群1例であった。全
症例でaggressive typeへのconversionを認めなかった。【結語】症状改善・消失に
関して、治療法間での差異を認めず良好な症状コントロールが可能であった。画像
上のシャント消失率はTVEが最も高かったが、TVEの半数はTAEを追加すること
により治療を完遂していた。

10387

DP-35-8
静脈洞圧持続モニタリングが有用であったBorden type 1 の硬膜動
静脈瘻の一例
山中　智康（やまなか ともやす）1、間瀬　光人（ませ みつひと）1、
相原　徳孝（あいはら のりたか）1、西川　祐介（にしかわ ゆうすけ）1、
山田　紘史（やまだ ひろし）1、柴田　広海（しばた ひろみ）1、
藤浪　亮太（ふじなみ りょうた）1

1名古屋市立大学医学部脳神経外科学

【背景】硬膜動静脈瘻(DAVF)に対するOnyx経動脈的塞栓術(TAE)が承認されたこ
とにより、Borden type 1のDAVFに対する治療戦略は大きく変わった。Borden 
type 1の治療のゴールは症状の緩和である。今回我々は頭蓋内圧亢進症状で発症し
た横-S状静脈洞(TS-SS)部DAVFに対し、術中の罹患静脈洞圧の持続モニタリング
が有効であった症例を経験したので報告する。【症例】症例は76歳女性で目の見え
にくさを主訴に眼科を受診し、両側うっ血乳頭を認め、頭部MRIで左TS-SS DAVF
を疑う所見を認めた。脳血管撮影では左TSおよびSSにmultipleなshunt pointを持
ち、静脈洞への逆流を認めるが脳表静脈には逆流を認めなかった(Borden type 1，
Cognard type 2a)。静脈洞内の圧を測定するとshunt point付近では35mmHg，対側
TSでも26mmHgと高く、腰椎穿刺も17cmH2Oと高値であった。治療は全身麻酔で
Pressure cooker technique を使用した後頭動脈からの Onyx TAE with sinus 
balloonを行った。左TS内の静脈洞圧はピークで19mmHgだったが、塞栓終了時に
は6mmHgまで低下しshunt血流の十分な減少に至ったと判断し終了した。Labbe静
脈およびpetrosquamosal sinusも順行性の血流を残すことが出来た。術後の合併症
はなく、腰椎穿刺では10cmH2Oまで低下し、さらにうっ血乳頭は改善、視力も軽
度改善を認めた。【結語】全身麻酔による静脈洞圧の低下は認めたものの、Onyx治
療中に静脈洞圧の変化が客観的にわかることはBorden type 1 DAVFのTAEにお
いて終了のポイントを決める手段となり有用であった。

10038

DP-35-7
うっ血乳頭で発症したSSS DAVFの一例
土屋　尚人（つちや なおと）1、大倉　良太（おおくら りょうた）1、
斎藤　太希（さいとう たいき）1、藤原　秀元（ふじわら ひでもと）1、
吉村　淳一（よしむら じゅんいち）1

1長野赤十字病院脳神経外科

52歳、男性。進行性の両側視力障害で発症し眼科を受診、うっ血乳頭を指摘され投
下に紹介となった。SSS後半部に多発性のshuntを有するdural AVFを認め、SSS
に高度の狭窄を認めた。腰椎穿刺では髄液圧は400mmH2Oを超えており、視力障
害の進行、静脈性梗塞の出現などが危惧された。Main feederとなっている両側OA
にTAEを行うこととした。頭皮の壊死を避けるため、末梢までマイクロカテーテ
ルを進めNBCAで塞栓した。2回にわけて合計12箇所を塞栓したが、SSS内圧は高
値であり、Scerter Cを用いてSinus PTAを行なった。recoilがあったが順行性の
flowは見られるようになった。髄液圧は300mmH2Oまで低下し、うっ血乳頭に改
善傾向が見られたが視力は改善しなかった。その後MMA,OAの遠位部からのshunt
が増加してきたため、ONYXによる塞栓術を追加した。髄液圧は200mmH2Oまで
低下、うっ血乳頭は改善したが視神経萎縮が見られ、視力の改善は得られていない。
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DP-36-4
茎状突起過長症を伴った硬膜動静脈瘻の1例
鈴木　有芽（すずき ゆめ）1、当麻　直樹（とうま なおき）1、
黒田　祐輔（くろだ ゆうすけ）1、三浦　洋一（みうら よういち）1、
芝　真人（しば まさと）1、安田　竜太（やすだ りゅうた）1、
鈴木　秀謙（すずき ひでのり）1

1三重大学医学部脳神経外科

【目的】 茎状突起過長は, 下位脳神経の圧迫による疼痛や頚動脈圧迫による頚部内頚
動脈解離とそれに伴う虚血性脳卒中をきたすことがあり, Eagle症候群として知られ
ているが, 内頚静脈(IJV)を圧迫し, 症候性となることも報告されている. 今回, 茎状
突起過長症を伴った硬膜動静脈瘻 (DAVF)の症例を経験したので報告する.【症例】 
77歳女性. 頭部外傷の3ヶ月後から右拍動性耳鳴が出現し, MRIでDAVFが疑われ, 
当院へ紹介となった. 脳血管撮影で右舌下神経管部にDAVFを認めた. 造影CTで
は，過長した茎状突起と環椎横突起により, 右IJVの狭窄所見を認めた. 経静脈的塞
栓術 (TVE)を施行し, シャント血流は減少し耳鳴は軽減した. 治療から2年8ヶ月後, 
無症候ながらMRIで残存していたシャント血流の右横静脈洞 (TS)への逆流が出現
したため, TVEを追加した. 脳血管撮影では右IJV狭窄はさらに進行して順行性血
流はほぼ消失し, シャント血流は右TSから左TSへ流出していた. TVEによりシャ
ント血流はほとんど消失し, 症状の再発なく経過している. 【考察】茎状突起過長に
よりIJV狭窄をきたした例は、渉猟し得る限り過去の文献上15例あった. その内訳
は, 頭痛やめまいなどの症状や, sinus thrombosisをきたした症例などであり, DAVF
と関連した症例はなかった . DAVF の成因として , sinus thrombosis や venous 
hypertensionが知られている. 今回の症例では，外傷を契機としてDAVFが発生し
た と 考 え ら れ る が， 茎 状 突 起 過 長 と 環 椎 横 突 起 に よ る IJV 狭 窄 が venous 
hypertensionの原因となって経過に影響したと考察した.【結語】茎状突起過長と環
椎によるIJV圧迫に起因したvenous hypertensionが, DAVF発生に関与したと考え
られた.
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DP-36-3
側頭葉皮質下出血で発症した特発性中硬膜動静脈瘻の一例
佐藤　大介（さとう だいすけ）1、小川　正太郎（おがわ しょうたろう）1、
虎澤　誠英（とらざわ せいえい）1、藤本　蒼（ふじもと そう）1、
斎藤　浩史（さいとう ひろし）1、鈴木　健也（すずき たけや）1、
太田　貴裕（おおた たかひろ）1

1多摩総合医療センター脳神経外科

【背景】中硬膜動脈（MMA）と中硬膜静脈（MMV）のdirect fistulaの出血発症例
は極めて稀である。今回、側頭葉皮質下出血で発症したMMA-MMV fistulaに対し
て、血管内治療を行い良好な経過を辿った一例を経験したため報告する。【症例】45
歳女性、突然の頭痛をきたし当院に救急搬送となった。頭痛の他に症状はなかった
ものの、画像上は40mm大の左側頭葉皮質下出血を認めた。精査にて左MMAと
MMVにdirect fistulaが確認され、MMVはectasiaをきたしてMMAの血管周囲に
varixを形成していた。皮質静脈逆流や皮質静脈うっ滞はなかった。血管内治療に
て塞栓を行い、fistulaの描出の消失を確認した。術後5日に神経学的後遺障害なく
自宅退院した。6か月間無再発。【考察】MMA-MMV fistulaの出血発症例は稀だが、
血管内治療にて良好な経過を辿った。MMVの解剖学的走行を再考する症例であり、
実質内出血を伴ったことも報告意義を有すると考えられた。また本症例の幾つかの
特徴的な画像所見を認めたため、併せて報告する。

10186

DP-36-2
双胎妊娠中に発症した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対して妊娠中に塞
栓術を施行した一例
石神　大一郎（いしがみ だいいちろう）1、小泉　聡（こいずみ さとし）1、
石川　治（いしかわ おさむ）1、齊藤　延人（さいとう のぶひと）1

1東京大学医学部附属病院脳神経外科

【背景】硬膜動静脈瘻（DAVF）の発生には，血栓性素因を背景とした静脈内血栓・
圧亢進の関与が疑われている．外傷や開頭術のほか，妊娠との関連も指摘されてい
るが，実際の周産期のDAVF発症や治療に関する報告は稀である．今回我々は双胎
妊娠中に発症し治療した海綿静脈洞部DAVFの症例を経験したので報告する．【症
例】28歳女性．自然妊娠による双胎妊娠にて当院産科でフォロー中に耳鳴を自覚．
妊娠23週で施行したMRIで左海綿静脈洞部のDAVFが疑われた．MRAで頭蓋内静
脈逆流を疑う所見もあり，妊娠経過中に更に循環血漿量増多・血圧上昇があれば脳
出血のリスクが高まること，胎児の器官形成期は過ぎており放射線被曝のリスクは
高くないことを鑑み，28週に一期的な診断脳血管撮影・血管内治療を行った．Shunt 
pointはLt laterocavernous sinusであり，大きなshunt pouchを形成していた．
Feederは同側MMAとposterior auricular arteryで，drainerはSMCV/SOV/BVR
に逆流していた．左MMAよりマイクロカテーテルを経動脈的にshunt pointを越
え，shunt pouchまで誘導し，コイル10本によるselective coil embolizationでシャ
ントの消失を得た．術直後より耳鳴は消失．退院後の産科的経過も問題なく，37週
1日に帝王切開にて出産した．【結論】周産期にDAVFを発症した症例を経験し，妊
娠中に治療介入を行った．妊娠経過中のDAVFの出血リスクについての報告は殆ど
見られないが，循環血漿量の増加などにともない血行力学的にはaggressive type
への変化が起こりうると考えられる．放射線被曝やヨード造影剤の胎児への影響に
ついて十分に検討・対策した上であれば，妊娠中の根治的治療も有力な治療選択肢
となりうる．
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DP-36-1
高齢で症候化したdAVF2症例の治療経験
高橋　里史（たかはし さとし）1、秋山　武紀（あきやま たけのり）1、
戸田　正博（とだ まさひろ）1

1慶應義塾大学�医学部�脳神経外科

[背景]高齢者に対する外科的手術の適応に慎重を期する必要があることには言を俟
たないが、生命のリスクがある場合、症候化した場合等やらなければならない状況
がある。
[症例]最近我々は症候化した高齢者dAVF、2症例に対する血管内治療を経験した。
1症例めは92歳女性、眼球突出と結膜充血を来たしたCS部のdAVFに対し局麻下で
TVEを施行、外転神経麻痺を生じたが、ADLの低下なく元の生活に戻られた。2症
例めは80歳女性、急速に進行する認知障害を契機に明らかになった左側頭葉に広範
な浮腫を来すTS-SS部のBorden type 2, Cognard type2a+bのdAVF。局麻下で経
動脈的にNBCAをfeederに流し込み、逆流を消失させた。シャントは残存したが順
行性の血流で症候は軽快した。
[考察]高齢者では生理機能が落ちており、全身麻酔に伴う心肺への負担、認知機能
への影響が懸念されるため、極力全身麻酔を避けることが望ましいと考えられた。
アクセスルートは蛇行しており、アプローチ困難なためTVEがTAEより望ましい
と考えられた。TAEが必要であった症例2に関しては比較的細い径の中間カテーテ
ルがマイクロカテーテルの誘導に有用であった。腎臓への負担を鑑みて造影剤は最
低限の使用とし、術後は可及的速やかに離床を進めた。
[結論]高齢者におけるdAVFに対する血管内治療に際してはその生理的機能低下と
蛇行するアクセスルートへの対応、手術の目標を最低限におくが重要であると考え
られた。
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DP-36-8
Non-sinus type傍上矢状洞部硬膜動静脈瘻の1例
高麗　雅章（こうらい まさあき）1、兼松　康久（かねまつ やすひさ）2、
萩野　寛隆（はぎの ひろたか）1、板東　康司（ばんどう こうじ）1、
谷口　秀和（たにぐち ひでかず）1

1四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科、2徳島大学�脳神経外科

【症例】42歳女性。めまいと頭痛の精査目的で施行した頭部MRIにて左頭頂部に異
常血管を指摘され紹介された。T2WIで左中心溝をまたぐように脳皮質にflow void
を認めた。脳血管撮影検査で左頭頂部の正中近傍にシャントを有する硬膜動静脈瘻
を認めた。流入血管は両側の中硬膜動脈（MMA）のanterior branchとposterior 
convexity branch、および左MCAの末梢からわずかにシャントへ流入を認めた。
シャント血はすべて皮質静脈に逆流し血管拡張を伴い皮質を蛇行した後に正常静脈
還流と合流し上矢状洞へ流出していた（Borden type3、Cognard type4）。静脈うっ
滞を伴うシャントと考えられ早期の治療が望ましいと判断した。患者の血管内治療
の希望が強く、経動脈的塞栓術を行う方針とした。Flow directed microcatheterを
シャントに主に関与する左右のMMAのシャント近傍まで誘導し液体塞栓物質を用
いて2回のセッションに分けて経動脈的塞栓術を施行した。両側MMAからのシャ
ントは消失したものの左MCA末梢からのシャントが少量残存した。頭痛、めまい
などの自覚症状は消失した。【考察】直接皮質静脈に流出するnon-sinus typeの硬膜
動静脈瘻で、静脈拡張を伴っていたことから出血リスクの高い症例と考えられた。
根治には開頭でのシャント離断術が望ましいと思われたが、患者が血管内治療単独
を希望したため経動脈的塞栓術を選択した。少量だが左MCA末梢部からのシャン
トを認めており、Onyxでの塞栓は皮質動脈への逆流による合併症が懸念されたた
め塞栓物質としてヒストアクリル（NBCA）を使用した。術後シャント血流は残存
しているため慎重な経過観察を要する。

10711

DP-36-7
前頭蓋底部硬膜動静脈瘻に対するOnyxを用いた経動脈的塞栓術：当
院での治療経験
藤井　教雄（ふじい のりお）1、内藤　雄一郎（ないとう ゆういちろう）1、
西島　洋司（にしじま ようじ）1

1親和会西島病院脳神経外科

【はじめに】前頭蓋底部硬膜動静脈瘻は、本邦の登録研究（JR-NET2）によると硬
膜動静脈瘻（dural arteriovenous fistula：dAVF）の1%程度の稀な疾患である。中
年以降の男性に好発し、出血発症など、aggressive featureを呈することが多いた
め、積極的に治療を行う事が勧められている。現在の標準的治療は開頭下における
draining veinの遮断術であるが、近年Onyxを用いた血管内治療にて良好な治療報
告が散見されている。当施設にてもOnyxを用いた経動脈的塞栓術にて治療した前
頭蓋窩硬膜動静脈瘻の2症例を経験したので報告する。【症例】74歳男性。脳出血精
査中に発見された。脳血管撮影では両側前篩骨動脈および右顎動脈末梢枝を流入動
脈としvarixを介して右前頭葉皮質静脈と右frontoorbital veinへ流出する前頭蓋底
部dAVFを認めた。治療は全身麻酔下にてマイクロカテーテルを右眼動脈末梢（3rd 
segment）まで誘導した後、Onyx18を注入した。その際shunt pointを越えてvarix
および他の流入動脈までOnyxを充填した。AVF消失を確認し終了。67歳男性。て
んかん発作で搬送され、MRAにて異常血管を認めたため精査を進めた。脳血管撮
影にて両側前篩骨動脈および左顎動脈末梢枝から左olfactory veinへ流出する前頭
蓋底部dAVFを認めた。治療では左眼動脈末梢までマイクロカテーテルを進めて
Onyx18を注入した。流出静脈までOnyxを充填しAVF消失を確認した。【結語】治
療の根治性に関しては長期的フォローアップによる検討が必要であるが、デバイス
の進歩によってカテーテルの末梢到達性が向上しており、血管内治療において安全
かつ確実に治療しえる前頭蓋底部硬膜動静脈瘻の症例が今後増えていくことが想定
される。

10837

DP-36-6
急激に進行し治癒し得なかった多発硬膜動静脈瘻の一例
鈴木　啓太（すずき けいた）1、鈴木　宰（すずき おさむ）1、武藤　学（むとう まなぶ）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）2

1名古屋掖済会病院、2名古屋大学

60歳女性。1か月程度で認知機能低下が進行し救急搬送。頭部MRIで右大脳に蛇行
したflow voidを認め硬膜動静脈瘻を疑った。入院精査中、来院時GCS(E4V4M6)で
あったが数日でGCS(E2V2M5)と急激に意識障害が進行した。脳血管撮影にて上矢
状静脈洞、両側の横静脈洞-S状静脈洞、両側海面静脈洞などに多発性の硬膜動静脈
瘻を認めた。両側大脳の静脈還流は上矢状静脈洞、海綿静脈洞を介した静脈流出が
阻害され遅延しており、また左横静脈洞-S状静脈洞は近位部で閉塞し左横静脈洞に
流入した血液が右横静脈洞および直静脈洞を介し深部静脈に逆流する経路を認めた。
最も還流障害の原因と考えられる左横静脈洞部硬膜動静脈瘻に対しTVE施行、左
横静脈洞をcoilにてtrappingした。左後頭動脈から海綿静脈洞を介し右下垂体静脈、
右上眼静脈への逆流も認めTAE施行。右外頸動脈系から上矢状動脈洞への流入部
にTAEを行い初期治療は終了とした。治療後も意識障害は遷延し残存病変の関与
が強いと判断し再度塞栓術を施行。両側外頸動脈系から左上錐体静脈にshuntが収
束しており、右錐体静脈、右海綿静脈洞を経て左上錐体静脈をTVEし深部静脈へ
の逆流を停止した。右中硬膜動脈-右横静脈洞shuntに対しTAE施行し治療終了と
した。残存した上矢状動脈洞、右横静脈洞へのshuntはさらにTAEを重ね血流を落
とす方針であったが、4回目の治療の際に以前閉塞させたshunt部に再度血流が流
入、増加していた。MRI上深部のflow voidの増加と脳浮腫の悪化を認め、病態と
して悪化していることを確認した。本症例は多発硬膜動静脈瘻に対し複数回治療を
行ったものの病状は進行し極めて難治性であった。若干の文献的考察を加えて報告
する。
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DP-36-5
脳内出血で発症したnon-sinus type DAVFの2例
武澤　正浩（たけざわ まさひろ）1、新堂　敦（しんどう あつし）1、
福家　共及（ふけ ともの）1、大久保　修一（おおくぼ しゅういち）1、
香川　昌弘（かがわ まさひろ）1

1高松赤十字病院脳神経外科

【はじめに】non－sinus typeの硬膜動静脈瘻(DAVF)は比較的稀である．今回我々
は脳内出血で発症したnon－sinus type  DAVFの2例を経験したので、報告する．

【症例1】67歳男性．突然発症の意識障害（JCS200）で救急搬送．CTで主に左側頭
葉内に大きな脳内血腫、CTAにて、左中頭蓋窩に拡張・蛇行した静脈を認め、動
静脈シャント疾患が疑われた．緊急で開頭血腫除去術施行．脳血管撮影にて、主な
feederは左MMAのpetrosal branchで左中頭蓋窩の錐体骨上面付近にdiffuseな
シャントがあり、SMCVやuncal veinを介してBVRへの逆流するCognard type 4
のDAVFを認めた．Onyxを用いた経動脈的塞栓術にて根治を得た．重症意識障害
のため療養型病院へ転院した（mRS5）．【症例2】50歳男性．突然発症の意識障害

（JCS20）で救急搬送．CTで左側頭葉皮質下出血、CTAにて、左中頭蓋窩に拡張・
蛇行した静脈を認め、動静脈シャント疾患が疑われた．脳血管撮影にて、主なfeeder
は左MMAと左anterior auricular arteryで左側頭円蓋部の硬膜上にシャントがあ
り、SMCVへの逆流するCognard type 3のDAVFを認めた．Onyxを用いた経動脈
的塞栓術にて根治を得た．回復期リハビリの後、自宅退院された（mRS2）．【考察】
non sinus typeのDAVFはaggressive patternをとりやすいことが知られている．
Onyxを用いた経動脈的塞栓術は、脳神経栄養枝や頭蓋内外吻合を介した迷入には
最大限の注意が必要であるが、その到達性・根治性の高さからnon sinus typeの
DAVFに対して有効な治療法と考えられる．
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DP-36-12
短期間に生じたDiploic arteriovenous fistulaの1例
吉川　信一朗（よしかわ しんいちろう）1、入江　恵子（いりえ けいこ）1、
中原　一郎（なかはら いちろう）1,2、若林　俊彦（わかばやし としひこ）1、
佐々木　富男（ささき とみお）1

1名古屋共立病院脳神経外科、2藤田医科大学医学部脳神経外科

【はじめに】diploic veinを介した動静脈瘻の報告は少なく稀な疾患である。発症様
式も不明であるが今回、3か月間という短期間の間に突然発生した Diploic 
arteriovenous fistula(AVF)の1例を経験したため報告する。【症例】67歳女性。慢性
頭痛にて当院外来かかりつけの患者であった。数日間の頭痛・めまい・ふらつきを
主訴に外来を受診。神経学的所見は認めないものの頭部MRIにて側頭部頭蓋骨に
沿った異常血管信号の描出を認めた。明らかな誘因は無く、受診3か月前の頭部MRI
では指摘されていない所見であった。入院後脳血管撮影にて、anterior deep 
temporal artery, anterior meningeal artery, middle meningeal artery（MMA)から
蝶形骨縁外側にてシャントを介しdiploic veinへドレナージするAVFを認めた。後
日、Scepter XC遮断下にMMA frontal branchよりONYX-18を用いて経動脈的に
塞栓術を行った。diploic veiniにONYXは充填されシャントの完全閉塞が得られた。

【結語】皮質静脈逆流を有する例は脳内出血の原因となる報告があり注意を要する。
また短期間で生じうる疾患であり患者主訴によるMRI精査の必要性が考慮された。
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DP-36-11
中頭蓋底骨内動静脈瘻に対し経静脈的コイル塞栓術で治癒が得られた
２例
松原　俊二（まつばら しゅんじ）1、高井　洋樹（たかい ひろき）1、
南　祐佳里（みなみ ゆかり）1、宮崎　裕子（みやざき ゆうこ）1、
平井　聡（ひらい さとし）1、原　慶次郎（はら けいじろう）1、八木　謙次（やぎ けんじ）1、
宇野　昌明（うの まさあき）1、長久　公彦（ちょうきゅう きみひこ）2

1川崎医科大学脳神経外科、2長久病院

中頭蓋窩に硬膜動静脈瘻が発生することがあるが、骨内シャントは稀と考えられる。
我々は骨内に瘻孔が存在する中頭蓋底骨内動静脈瘻を２例経験し、いずれもTVE
で根治が得られたので報告する。症例１：49歳女性。右小脳髄膜腫に対し開頭術を
受けたが、３ヶ月後から右下顎部の痛みと耳鳴が出現した。神経学的脱落所見はな
かったが、側頭部に血管雑音を聴取した。脳血管撮影では正円孔近傍の骨内に動静
脈瘻が確認された。上行咽頭動脈,内顎動脈(IMA), inferolateral trunk(ILT), 眼動脈, 
前側頭動脈がシャントに流入し、これらが pterygoid plexus(PP) から maxillar 
V(MV)、external jugular vein(EJV)へと流出していた。右EJVにガイディングカ
テーテルを留置し、瘻孔部にカテーテルを静脈側から逆行性に誘導し、コイルを１
本留置した。部分塞栓ではあったが、術後耳鳴は減弱し、２ヶ月後に完全消失した。
症例２：75歳男性。ある日耳鳴が聞こえるようになり、近医から当院に紹介となっ
た。血管撮影では左中頭蓋底骨内に径7mm程度の瘻孔があり、外頸動脈の多数の
分枝とILTから入った短絡血はPP, MV,EJVへと流出していた。IMA先端をコイル
で閉塞し、シャントを減弱した後、カテーテルをEJVからMVへと誘導し、瘻孔に
到達させた。４本のコイルで病変はほぼ閉塞され、耳鳴は消失した。結語：カテー
テルを顎静脈経由で瘻孔へアプローチすることで、少量のコイルでも根治可能で
あった。術前様々なmodalityを駆使して瘻孔部位を正確に同定することが重要で、
また術中はworking angleをcaudal viewにとることで、瘻孔部が発達した血管群
から分離でき有効であった。

10125

DP-36-10
後頭骨骨折後に発生したanterior condylar confluence 近傍の
dAVFの1例
梅嵜　有砂（うめさき ありさ）1、久保　美奈子（くぼ みなこ）1、
川内　雄太（かわうち ゆうた）1、和田　晃（わだ あきら）1、
寺田　友昭（てらだ ともあき）2

1荏原病院、2昭和大学藤が丘病院脳神経外科

【はじめに】外傷後2か月で耳鳴りを来し、anterior condylar confluence(ACC)近傍
にdural arteriovenous fistula(dAVF)を認めた症例を経験したため報告する。【症例】
症例は71歳女性。X月に、小脳梗塞発症時に転倒、両側前頭葉の脳挫傷と後頭骨か
ら錐体骨にかけて骨折を認め、保存的加療を行った。経過良好にて、軽度ふらつき
が残存するのみとなり、mRS1で自宅退院、外来フォローを行っていた。X＋3か月
ごろから左耳に拍動性の耳鳴りを自覚。X＋8か月に造影MRI施行するとdAVFが
疑われ、X+9か月脳血管撮影を行った。Feederは両側ascending pharyngeal artery
を主体に、左椎骨動脈からのdural branch、右meningohypophyseal trunkであり、
一般的なACC dAVFの様相であったが、drainerは左internal juglar vein(IJV)へ順
行性の流出に加え、sigmoid sinus、trans verse sinusへ逆流し、対側IJVへも流出
していた。vaso CTで確認すると、shunt pointは骨内にあり、受傷後15日に撮影し
たCTA/CTVと比較し、閉塞した左inferior petrosal sinusにshunt pointがあると
判断でき、ACC近傍のintraosseous AVFと診断した。X＋11か月に、全身麻酔下
にtrans venous embolizationを行い、術直後より耳鳴りの消失を認め、経過良好に
て独歩退院となった。【まとめ】本症例は、頭蓋骨骨折を契機にIPSが閉塞し、2か
月程度の期間でAVFが形成されてきたものと考えられた。外傷後に発症するdAVF
は非常にまれであり、文献的考察を加えて報告する。

10754

DP-36-9
骨内シャントポイントの選択的経静脈コイル塞栓術にて治療した
Anterior condylar AVFの一例
松川　爽（まつかわ そう）1、石橋　良太（いしばし りょうた）1、
後藤　正憲（ごとう まさのり）1、北村　和士（きたむら かずし）1、
吉崎　航（よしざき わたる）1、武部　軌良（たけべ のりよし）1、
吉本　修也（よしもと なおや）1、箸方　宏州（はしかた ひろくに）1、
林　英樹（はやし ひでき）1、西田　南海子（にしだ なみこ）1、
戸田　弘紀（とだ ひろき）1、岩崎　孝一（いわさき こういち）1

1公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

【 諸 言 】Anterior condylar AVF(arteriovenous fistula) は shunted pouch(SP) が
Anterior condylar vein（ACV）だけでなく舌下神経管(HGC)周囲の骨内に認める
ことが近年報告されている。骨内SPの選択的経静脈コイル塞栓術にて治療した一
例を経験したため文献的考察を含めて報告する。 【症例】70歳女性、拍動性耳鳴を
主訴に来院、MRIで右HGC近傍から海綿静脈洞(CS)に異常血管を認めた。DSAで
は右後頭動脈(OA: occipital artery), 左右上行咽頭動脈、右後硬膜動脈をfeederとし
て、HGC近傍にSPを認めた。Drainerは同側内頚静脈(IJV) およびinferior petro-
occipital veinを介してCS、対側IPSから対側IJVへと流出していた。OAからの
3DRA で HGC 上方の骨 ( 頚静脈結節 ) 内に SP を認め ACV を介さずに anterior 
condylar confluenceに流出していた。治療ではSP内にマイクロカテーテルを誘導
し、Conebeam（CB）CTで先端位置を確認し骨内病変のみを選択的に塞栓しAVF
は消失した。術後症状は消失し舌下神経麻痺は認めなかった。以後５年間再発を認
めていない。【考察と結語】同部位のAVFの約３割が骨内にSPを持つことが報告
され近年注目されている。3DRAやCBCTを用いて術前に詳細な血管構築を評価し、
SPの局在を正確に読影することが選択的な塞栓に寄与し術後舌下神経麻痺リスク軽
減につながると考えられる。
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DP-37-2
出血発症の脳動脈奇形に対する出血源 Target Embolization
飯島　明（いいじま あきら）1、下里　倫（しもざと りん）1、
中川　大地（なかがわ だいち）1、日高　幸宏（ひだか ゆきひろ）1

1JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経血管内治療

【背景と目的】出血発症の脳動静脈奇形の治療は，開頭摘除術，血管内治療手技を
用いた塞栓術，γナイフを用いた放射線治療，もしくはこれら複数の組み合わせに
より行われる．今回我々は，γナイフ治療を前提として，出血源を target とした
選択的塞栓術を行った症例の治療成績を報告する．【対象と治療】脊髄脳動静脈奇
形6人の患者8手技のうち開頭摘除術を前提としたのは２患者3手技，脊髄動静脈奇
形に対する１患者１手技を除いた，3患者4手技を検討の対象とした．症例１.38歳女
性．脳室内出血で発症した小脳脳動静脈奇形.．第４脳室に首座を置く intranidal 
aneurysm を出血源と考え NBCA を用いた塞栓術を行った． 症例2.．16歳女性 脳
室内出血で発症した傍側脳室部脳動静脈奇形．流入動脈である前脈略叢動脈上に認
められた微小動脈瘤に対して NBCA を用いた塞栓術を行った．症例 3. 51歳女性 皮
質下出血で発症した後頭葉脳動静脈奇形. intranidal aneurysm を出血源と考えて 
Onyx を用いた塞栓術を行った. いずれの症例も治療終了後はγナイフ治療を行っ
た．【結果】症例2．は流入動脈である前脈略叢動脈上に認めた複数の微小動脈瘤の
うち形態から出血源と考えたものを閉塞させたが，急性期に再出血を来し残りの微
小動脈瘤の塞栓術を追加した. いずれの治療も，治療に伴う出血性・虚血性合併症
無く 3ヶ月後の mRS は0-1．γナイフ治療後脳動静脈奇形は消退傾向にあり，経過
中の再出血は認めていない．【結論】 2-3年で脳動脈奇形を消失させるγナイフ治療
を前提として，この間の再出血を予防する目的で我々が試みた脳動静脈奇形出血源 
target embolization は，選択を考慮すべき治療であると思われる．
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DP-37-1
後頭蓋窩脳動静脈奇形（AVM）の集学的治療における血管内治療の
役割
井上　龍也（いのうえ たつや）1、佐藤　慎祐（さとう しんすけ）1,2、
劉　美憬（りゅう びけい）1,2、島　彰吾（しま しょうご）1,2、
浅野　真莉子（あさの まりこ）1、久司　一貴（くし かずき）1、
山畑　勇人（やまはた はやと）1、星野　岳郎（ほしの たかお）2、
桑本　健一郎（くわもと けんいちろう）1、岡田　芳和（おかだ よしかず）1、
新見　康成（にいみ やすなり）2

1聖路加国際病院脳神経外科、2聖路加国際病院神経血管内治療科

【目的】後頭蓋窩脳動静脈奇形（AVM）はAVM全体の10%前後と比較的まれな疾
患である。しかしテント上AVMと比較して重症化しやすく、予後不良となりやす
い。今回、当院における後頭蓋窩AVM症例を検証し、後頭蓋窩AVMに対する血
管内治療の果たす役割について検討した。【対象・方法】2015年4月から2020年７月
までに当院で治療したAVM 36例中、後頭蓋窩AVMは4例（11.1％）で、すべて出
血発症であった。Spetzler-Martin grade(以下G)の内訳はII 3例、IV 1例で、発症時
のmRSはGIIは全例5、GVはmRS 1だった。当院のAVM治療は血管内治療(以下
E)、開頭手術(以下O)、放射線治療（以下R）のいずれも選択枝としているが、GII
の1例はO単独（AVM摘出+血腫除去）を行ない、2例はO（血腫除去）を行なっ
たのちE+O（AVM摘出）を行った。GIVの1例はE＋Oにて治療を行った。【結果】
GIIのうち、O単独の出血量は790ml、O＋Eの症例はそれぞれ250mlと460mlであっ
た。GIVは6135mlであった。GIIの3例は術後mRS 5で変わらず、GIVはmRS1から
3へと低下した。Eに伴う合併症はなく、Rを併用した症例はなかった。【考察】後
頭蓋窩AVMは出血発症が70～90％と高率で、出血発症の場合まず血腫除去を行い、
その後Eを併用したOやRを行うことが薦められており、自験例でもEの併用で出
血量は半分以下となった。また再出血率もテント上AVMの3～5倍であり、出血発
症した際の死亡率が60％を超えるなど予後不良である一方で、EにO、Rを併用し
た集学的治療での良好な治療成績も報告されており、診断早期での治療が必須であ
ると思われた。【結語】後頭蓋窩AVMに対して、Eを併用した積極的治療が行われ
予後改善がなされることを期待する。
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DP-36-14
開頭手術後に硬膜動静脈瘻をきたした３症例
島　彰吾（しま しょうご）1,2、佐藤　慎祐（さとう しんすけ）1,2、
浅野　真莉子（あさの まりこ）2、久司　一貴（くし かずき）2、
山畑　勇人（やまはた はやと）2、劉　美憬（りゅう びけい）1,2、
井上　龍也（いのうえ たつや）1,2、桑本　健太郎（くわもと けんたろう）2、
岡田　芳和（おかだ よしかず）2、新見　康成（にいみ やすなり）1

1聖路加国際病院神経血管内治療科、2聖路加国際病院脳神経外科

【はじめに】硬膜動静脈瘻（dAVF）は特発性に発症する後天性の疾患とされてお
り, その他の原因として静脈洞血栓症, 外傷, 感染症等が挙げられる. 今回当施設に
て経験した開頭術後に dAVF を来した 3症例を報告する. 

【症例・治療】症例1; 49歳男性. 頭痛, 耳鳴を契機に見つかった左側頭葉海綿状血管
腫に対して腫瘍摘出術施行. 術後半年で, superficial middle cerebral vein (SMCV) 
の閉塞所見, 更にその1か月後に Middle meningeal artery (MMA) から同部位に流
入する dAVF（Borden type III）を認めた. Onyx, NBCA で経動脈的塞栓術 (TAE) 
を施行した. 症例2; 57歳女性. 左内頚動脈前脈絡叢動脈分岐部未破裂脳動脈瘤に対
して, clipping 術施行. 術後3か月頃より耳鳴と運動性失語を認め, 術後半年で MMA 
から SMCV へと流入する dAVF（Borden type I） の所見あり, さらに1年の経過で 
Borden type III への進行あり, 同様に TAE を行った. 症例3; 傍矢状静脈洞部髄膜
腫に対して腫瘍摘出術(静脈洞を温存)後の 75歳男性. 4年の経過で腫瘍の静脈洞内
浸潤あり, 意識障害で発症した脳室内出血で入院. 血管撮影にて SSS の閉塞, 及び両
側外頚動脈系からの multiple feeders を持つ dAVF（Borden type III） を認めた. 
SSS 内の腫瘍を部分摘出後, 静脈洞内ステント留置を行い, Onyx で TAE と経静脈
的部分塞栓を行った. 

【考察・結語】3症例とも術中操作や腫瘍浸潤に伴う SMCV, SSS の閉塞・静脈血栓
症が誘因となり, 静脈還流障害・静脈圧の亢進をきたし dAVF を発症したと考えら
れる. 発症経緯から皮質静脈逆流を伴う aggressive type に進行するリスクが高い
と予想され, 早期発見・治療が必要であると考える. 
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DP-36-13
V3-RA-P2 bypass, OA-SCA bypassを併用した椎骨動脈瘤術後に
硬膜動静脈瘻および吻合部瘤が発生した一例
原口　健一（はらぐち けんいち）1、谷川　緑野（たにかわ ろくや）1、
野田　公寿茂（のだ こすも）1、太田　仲郎（おおた なかお）1、
小田　淳平（おだ じゅんぺい）1、木下　由宇（きのした ゆう）1、
渡邉　定克（わたなべ さだよし）1、鈴木　陽介（すずき ようすけ）1、
辻　翔一郎（つじ しょういちろう）1、山本　和博（やまもと かずひろ）1、
上山　博康（かみやま ひろやす）1

1札幌禎心会病院脳神経外科

【はじめに】バイパス術を併用した椎骨動脈(VA)瘤術後に硬膜動静脈瘻(DAVF)が
発生し，吻合部瘤を合併した稀な症例を経験したので報告する．

【症例】61歳男性．頭部外傷の精査で両側VAに紡錘状動脈瘤を発見された．瘤は左
が直径6mm, 右が直径16mmと大型で血栓化しており延髄の圧排所見を認めたため
手術を行う方針とした．右VAの閉塞により左にhemodynamic stressがかかること
を考え，まず左VAのproximal clippingを行った．その５カ月後，右VA瘤に対し
combined petrosal approach, transcondylar fossa approachでV3-RA-P2 bypassを
行い，OA-SCA bypassによる圧モニター下にVA proximal clippingを行った．術
直後のCTAにてS状静脈洞(SS)は開通していた．12か月後の画像検査にてOA-SCA
吻合部の瘤化および右SS下半部の閉塞・盲端部のDAVFを認めた．DAVFは通常
同部位のshuntでみられる外頚動脈系に加えMCA，PCA, SCAからのfeederを有
し，さらには一旦周囲組織と切り離したOA, free graftであったRAからも多数の
feederを引き込んでいた．上矢状静脈洞への逆流を認めCognard分類のIIaに該当
するものであった．吻合部瘤の経時的増大を認め，術後22か月目にOA経由にて
internal trappigを行った．この時点でDAVFの血流は増加しcortical refluxを認め
たため，今後根治的塞栓術を行う方針である．

【結語】V3-RA-P2, OA-SCA bypassを併用したVA瘤術後にDAVFと吻合部瘤が発
生した稀な一例を経験した．開頭手術の侵襲がtriggerとなって発生し，硬膜に接
して走行するバイパスのdonorからもfeederがrecruitされたものであり，feederへ
の血流増加により吻合部にストレスがかかり瘤形成されたものと考えられた．



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 95

10560

DP-37-6
レンズ核線条体動脈塞栓術におけるMRIトラクトグラフィーの有用性
金丸　和也（かねまる かずや）1、吉岡　秀幸（よしおか ひでゆき）1、
若井　卓馬（わかい たくま）1、舘岡　達（たておか とおる）1、
福田　憲人（ふくだ のりと）1、橋本　幸治（はしもと こうじ）1、
木内　博之（きのうち ひろゆき）1

1山梨大学�医学部�脳神経外科

【目的】レンズ核線条体動脈（LSA）は中大脳動脈近位部より分岐し、被殻、淡蒼
球、尾状核および内包後脚を灌流する。その塞栓術では片麻痺を合併する危険が高
いが、その予測方法は確立されていない。今回AVMの流入動脈となっているLSA
の塞栓術に術前のMRIトラクトグラフィーが有用であったので報告する。【症例】
症例１　22歳の女性、頭痛の精査で診断された右前頭葉のSpetzler & Martin grade 
(SM G) 3の症例。LSAが2本AVMに流入していた。TOF MRAと皮質脊髄路（CST）
のトラクトグラフィーとの融合画像にて2本のLSAとCSTとの間に十分な距離があ
ることが確認された。安全に塞栓可能と判断し、摘出術前塞栓術として2本のLSA
を含めた塞栓術を施行した。2本のLSAはNBCAにて閉塞し、術後尾状核と被殻に
新規虚血巣が出現したが、症状の出現なく、摘出術を施行し、mRS 0にて退院と
なった。症例2　52歳の女性、右レンズ核から内包におよぶ出血にて発症した右傍
側脳室のSM G3の症例。LSAが4本AVMに流入していた。前方から2本目のLSAに
ANを認め、出血源と判断した。TOF MRAとトラクトグラフィーとの融合画像に
てANの末梢でLSAとCSTが交差していた。塞栓術によりCSTを巻き込んだ脳梗
巣の出現の危険が高いと判断されたが、再出血予防のため塞栓術を行う方針とした。
塞栓術ではANより末梢を塞栓しないように高濃度NBCAでANより近位を閉塞さ
せた。幸い脳梗塞を合併せず、片麻痺は改善傾向となった。【結語】TOF MRAと
組み合わせたMRIトラクトグラフィーはLSAとCSTの解剖学的位置関係を明瞭に
描出できるため、塞栓術の術前検討に有用である。
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DP-37-5
Onyx extravasationを認めた脳動静脈奇形2例の検討
冨尾　亮介（とみお りょうすけ）1、植杉　剛（うえすぎ つよし）2、
赤路　和則（あかじ かずのり）1

1公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院�脳神経外科、
2公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院�脳卒中科

【緒言】Onyxによる脳動静脈奇形(AVM)に対する経動脈的塞栓(TAE)では稀に
Onyxの脈管外への溢出が認められるが、報告は少ない。今回当院でのAVMのTAE
中にOnyx extravasation を認めた2例について検討を行った。【症例】症例1：50歳
男性、症候性てんかんで搬送され右前頭葉脳出血の診断。右前頭葉AVMを認め、
入院当日に脳血管撮影(DSA)を施行、Spetzler-Martin分類grade1だった。入院翌日
にflow reductionを意図して右中大脳動脈(MCA)からのmain feederをNBCAで塞
栓した。2週間後に摘出前塞栓としてOnyx18によるTAEを2nd proper feederから
行った。塞栓早期からOnyxのextravasationを認めたが、AVMは消失した。塞栓
後、開頭術中の所見で血腫腔内にextravasationしたOnyxを認めたが新鮮出血は認
めなかった。AVMは全摘出され、特に術後神経脱落症状を認めなかった。症例2：
78歳男性、2015年3月に無症候性右前頭葉AVMに対してガンマナイフ治療を行っ
た。2019年3月の頭部MRAでnidus縮小を認めず、nidus後方の無症候性出血を認
めたため、根治的治療を予定した。Spetzler-Martin分類grade1だった。3本のfeeder
からOnyx18で塞栓を行い、nidus全体が塞栓されdrainerの一部にOnyxが流入し
た。Onyxのextravasationを認め、AVMも消失したため塞栓を終了した。術後CT
で出血なく、全身麻酔鎮静を継続し翌朝に摘出術を行った。摘出の際、塞栓された
AVMの近傍に脳内血腫を認めた。ExtravasationしたOnyxは血腫内に認められた。
血腫はpremotor areaに認められ、術後片麻痺が生じたが1か月の経過で麻痺は寛解
し独歩退院となった。【結語】Onyx extravasationを認めた2例を経験し、うち1例
では塞栓後遅発性の出血を来した。
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DP-37-4
脳動静脈奇形に対する血管内治療の役割の変遷とその治療成績
飯星　智史（いいほし さとし）1、柳川　太郎（やながわ たろう）1、
塚越　瑛介（つかごし えいすけ）1、笠倉　至言（かさくら しげん）1、
神山　信也（こうやま しんや）1

1埼玉医科大学国際医療センター�脳血管内治療科

日本では脳動静脈奇形(AVM)に対する血管内治療の目的は摘出術前の塞栓術が適応
となっており、血管内治療のみで根治するという戦略は通常ない。OnyxやPHILと
いう液体塞栓物質と塞栓戦略により安全に根治可能と欧米で報告され注目されてい
る中、当院でのAVMの治療戦略の変遷とその治療成績、血管内治療での根治の可
能性について検討した。埼玉医科大学国際医療センター脳卒中センターにて2007年
4月から2020年7月まで脳AVMに対して血管内治療を行った220症例の患者背景や転
帰、合併症、特にonyx導入前と導入後について比較検討した。時代背景として血
管内治療の役割はonyx導入前は摘出術支援を重要視し、onyx導入後はナイダス塞
栓を重要視する塞栓方法へと変化していったが、合併症としてカテーテル抜去困難
を認めた。AVMの血管内治療はNBCAが主に使用されていたが、その複雑な血管
構築から完全塞栓率の低さと高い合併症率より治療自体が限られていたが、onyx導
入後高い塞栓率が期待され、良好な報告が相次いだ。本邦では外科的摘出前の塞栓
術として認可されており、この術前塞栓により手術成績が向上しているか、また、
SM grade4,5症例に対して適応拡大につながっているか、など検証が必要で、放射
線治療も含めて、全体としてAVM治療成績向上を目指して努力しなければならな
い。

10766

DP-37-3
Detachable tip microcatheter: 脳AVMに対する根治的塞栓術に
必須のデバイス
前川　秀継（まえかわ ひでつぐ）1、Timo Krings（てぃも くりんぐす）2、
Vitor Pereira（びとー ぺれいら）2

1奈良県総合医療センター脳神経外科、2トロントウェスタンホスピタル、トロント、
カナダ

脳動静脈奇形(AVM)に対する血管内治療の目的として開頭術前、根治的、緩和的な
ものがあるが、本邦では開頭術前塞栓術が多く行われている。海外では経静脈的塞
栓術も含めOnyxを用いた根治的塞栓術が多く行われている。Onyxは血管内で徐々
に析出することで硬化し接着性はないが、注入する際には一般的に先端からOnyx
を逆流させてプラグを形成したうえで先進させる必要があり(plug and push)、この
プラグによりカテーテルがtrapされ抜去困難となることがある。経静脈的塞栓術を
行う場合には血流に逆行して静脈からnidusまでOnyxを到達させる必要があるこ
と、動脈より脆弱な静脈内での操作となることから抜去困難となるリスクが高まる。
抜去困難となるリスクを低減するため先端が離脱可能なマイクロカテーテル
(detachable-tip microcatheter)が開発され、海外では広く使用されているが本邦で
は未承認である。先端が離脱されるためカテーテルを強い力で牽引する必要がなく、
血管の偏位などによる血管損傷などのリスクが低下する。また、離脱可能な先端長
に合わせた長いplugを躊躇なく形成することで塞栓物質を病変内に到達・浸透させ
やすくなり、より積極的な塞栓を行うことが可能となる。カナダで経験した
detachable-tip microcatheterを用いたAVM塞栓術の症例を提示し、このカテーテ
ルの有用性について述べる。
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DP-37-10
Multi-hole pial AVFに対し経動脈的及び静脈的塞栓術を施行した1
例
山田　浩貴（やまだ ひろき）1、釜本　大（かまもと だい）2、
吉田　啓佑（よしだ けいすけ）1、福村　麻里子（ふくむら まりこ）1、
秋山　武紀（あきやま たけのり）1、戸田　正博（とだ まさひろ）1

1慶應義塾大学医学部脳神経外科、2東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

【背景】Pial arteriovenous fistula（AVF）において、シャントに複数の動脈が流入
するものをmulti-holeという。Multi-hole fistulaは複雑な血管構造を伴い、高度な
治療戦略を要する。【症例】23歳女性、前医にて9年前に巨大静脈瘤を伴う小脳pial 
AVFと診断された。この時、主要流入動脈は両側上小脳動脈（SCA）であり、左
前下小脳動脈（AICA）と後下小脳動脈（PICA）の共通幹もわずかに流入してい
た。一時通院を中断していたが、その後精査加療目的に当院紹介となった。患者は
遺伝性出血性毛細血管拡張症の診断基準を満たしていた。当院で行った脳血管撮影
検査では、主要な流入動脈が左SCA及び左AICA-PICAへと変化しており、静脈瘤
の増大と新規の静脈瘤の形成を認めた。持続的な血行力学的負荷がかかっており、
出血のリスクが高いと判断し、血管内治療を施行した。まず左AICA-PICAにおい
て、マイクロカテーテルを動脈側と静脈側よりそれぞれ誘導し、両側からシャント
ポイントにコイルを留置した。流入動脈からの血流が十分減じたことを確認した後、
希釈したn-butyl cyanoacrylate（NBCA）を注入すると、同部位からのシャントの
描出が消失した。続いて両側SCAも同様に塞栓を行った。結果、最終撮影では静脈
瘤がわずかに造影され、シャントの残存が予想されが、完全な閉塞はむしろ出血の
リスクとなる危険性があると判断し、治療を終了した。術後合併症なく、3ヶ月後
の頭部MRAでもシャントの描出がないことが確認された。【結語】巨大な静脈瘤を
伴ったmulti-hole pial AVFの1例を経験した。高流量なmulti-hole fistulaに対し、経
動脈および経静脈の双方向性のアプローチは安全で効果的と考えられた。

10295

DP-37-9
flow related aneurysm ruptureで発症したAVMに対して治療選
択に難渋した1例
中屋　雅人（なかや まさと）1、秋山　武紀（あきやま たけのり）1、
福村　麻里子（ふくむら まりこ）1、藏成　勇紀（くらなり ゆうき）1、
釜本　大（かまもと だい）1、戸田　正博（とだ まさひろ）1

1慶應義塾大学病院脳神経外科

【はじめに】動静脈奇形（Arteriovenous Malformation：AVM）は，出血発症の場
合，高い再破裂率を有することが知られており，治療方法は開頭手術が優先される
が，現在，様々な治療選択が可能となっている．今回我々は，患者の希望により治
療選択に熟考を要した1例を経験したので報告する．【症例】28歳，フィリピン人の
女性．母国滞在中に意識障害で救急搬送となり，原因不明の脳室内出血およびくも
膜下出血と診断され，保存的に加療された．その後，日本に帰国したが，軽度の頭
痛が2か月の経過で消退しないため近医を受診した．MRIで右小脳に異常血管集簇
を認め，AVM疑いで当院に紹介となった．当院で脳血管造影検査を施行したとこ
ろ，同部位にAICAをmain feederとするSpetzler Martin分類 Grade1のAVMを認
めた．また，flow related aneurysmが3ヶ所，うち1か所でblebが確認された．出
血発症のAVMだが，上記所見からnidusではなくaneurysmの破裂が原因と考えら
れた．再破裂のリスクを考え，開頭手術を勧めたが希望されず，他の治療を検討す
ることとなった．再出血のリスクを低減する必要があり，液状塞栓物質とcoil塞栓
を組み合わせた血管内治療を先行し，nidusの一部および3ヶ所のaneurysmを塞栓
し，残存nidusに対してγknifeを照射する治療を選択した．治療経過は良好であ
る．【考察】本症例では，再出血リスクを有する出血発症のAVMに対して，根治的
ではあるが時間を要するγknife治療に先行し，正常灌流を残存させながら，再出
血のリスクを低減する血管内治療を施行した．手法を組み合わせることで，より低
侵襲かつ根治的な治療が可能となっており，病態やデバイスの特性を熟知している
必要がある．

10411

DP-37-8
Varixの急速増大のため緊急塞栓術を施行したAVMの一例
中條　敬人（なかじょう たかと）1、奥村　浩隆（おくむら ひろたか）1、
桑島　淳氏（くわじま あつうじ）1、入江　亮（いりえ りょう）1、
水谷　徹（みずたに とおる）1

1昭和大学医学部脳神経外科学講座

【はじめに】Varixを伴う脳動静脈奇形（AVM）はしばしば遭遇する。しかし、varix
が急速増大し、緊急治療を要する報告は極めて稀である。今回、varixの急速増大
による意識障害進行のため緊急塞栓術を行った症例を経験したので報告する。

【症例】50歳、男性。脳ドックでAVMを指摘されたが精査や治療は希望していな
かった。2年後、突然の右上下肢の疼痛を自覚後、意識障害のため前医に搬送され
た。CTでは脳室内出血、DSAでは左頭頂部に約45mmのnidus、feederはMCAか
ら複数、drainerは脳表と深部に複数認め、脳室内のdrainerにvarixを伴うS-M 
grade 4のAVMを認めた。発症2週間でvarixの血栓化と増大を認め、左片麻痺出現
のため当院へ転院となった。入院時、意識はE4V4M6/GCSであったが、2日間でさ
らにvarixが増大し、意識障害（E2V3M5/GCS）と片麻痺の進行のため緊急で塞栓
術を施行した。塞栓術は全身麻酔で、feederをNBCAとOnyx（Scepter使用）で塞
栓した。MCAからのextravasationを認めたが、Onyxとcoilの追加で止血が得ら
れ、出血は少量であった。術後、意識と麻痺は改善した。AVMは一部残存したが
SRS予定とし、リハビリテーション目的に転院となった。

【考察】varixの急速増大を認めたAVMの報告は少数である。本症例では出血発症
から2週間でvarixの急速増大を認めたが、その原因は出血を契機にvarixの血栓化
が生じ、それに伴うdrainage rootの狭小化によるものと考えられた。神経学的所見
の急激な増悪と静脈灌流の遅延あり、AVM、varixの破裂の危険があるため治療に
至った。

【結語】varixを伴うAVMにおいて、varixの急速増大を認めることがあり、緊急に
塞栓術を要することがある。

11047

DP-37-7
Persistent Primitive Olfactory Arteryを通して栄養される脳動静
脈奇形の1例
井手口　稔（いでぐち みのる）1、小南　修史（こみなみ しゅうし）1

1日本医科大学千葉北総病院

【目的】 Persistent Primitive Olfactory Artery（PPOA）はきわめてまれなanomaly
であり、動脈瘤との合併は散見されるが脳動静脈奇形〔BAVM〕との合併の報告は
ない。今回我々は。Persistent Primitive Olfactory Artery を通してその末梢の前
大脳動脈をmain feederとするBAVMを経験したので考察を交えて報告する

【症例】症例は42歳男性、口唇周囲のしびれ感の精査のためのMRIにてBAVMを疑
われて当院に紹介された。神経脱落症状なし。

【画像所見】MRIでは左precentral gyrusの半球間裂付近に約3cm大のflow voidの
集簇があり、BAVMを強く疑わせる所見であった。脳血管造影では左ACAの
posterior internal frontal artery と MCA の precentral 及び central artery を main 
feederとし、脳表の静脈からSSSへと還流する最大径約3cmのナイダスを有する
BAVMを認めた。右ACAからfalxを介して、左PCAのparietooccipital arteryか
らleptomeningeal anastomosisを介しての流入も認めた。左ACAは通常の走行で
はなく頭蓋底で前方に走行しヘアピンカーブを描いてから通常のA2につながって
いた。

【考察】PPOAは0.14%に見られるきわめてまれなAnomalyで、AVMとの合併は渉
猟し得た限りでは報告がない。本症例のPPOAは特徴的なhairpin curveからACA
に続くType 1とされるもので、PPOAの中では最も一般的なものである。PPOAの
完成は胎生5～7週とされているが、本症例ではPPOAを含めたfeederがほぼ一定の
太さであり、PPOAが完成した後にBAVMが生じてPPOAを含むACAがfeederと
して太くなったものと考えられることからPPOAとBAVMには因果関係はないと
考えられる。【結論】　PPOAとBAVMの合併例につき考察を加えて報告した。
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DP-38-3
硬膜内ドレナージを認めた脊髄硬膜外動静脈瘻診断に3D DynaCTが
有用であった１例
一之瀬　大輔（いちのせ だいすけ）1、梶原　一輝（かじわら いっき）1、
藤本　和輝（ふじもと かずき）2、栃木　悟（とちぎ さとる）3、
村山　雄一（むらやま ゆういち）4

1国立国際医療研究センター国府台病院脳神経外科、
2国立国際医療研究センター国府台病院整形外科、
3東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科、
4東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

【緒言】脊髄硬膜外動静脈瘻は稀な疾患であり、診断に苦慮することが多い。今回、
硬膜内ドレナージを認めた脊髄硬膜外動静脈瘻診断に、3D Dyna CT撮影が有用で
あった一例を経験した。

【症例】40歳男性、既往歴は38歳時にTh12椎体圧迫骨折に対して後方固定術後。40
歳時に腰部の激烈な疼痛を自覚し、歩行障害、Th12以下の右側に温痛覚障害、膀胱
直腸障害を認め、近医より当院紹介受診。胸腰椎MRI施行しTh6、Th 12レベルの
髄内異常信号と、flow voidを認めた。脊髄造影、髄液所見は硬膜内出血後の癒着性
くも膜炎を示唆していた。選択的脊髄血管撮影を施行したところ、右Th12肋間動
脈から、vertebral somatic arteryをfeederとしepidural venous plexusにvenous 
pouchを形成していた。3D Dyna CT撮影にてVenous pouchからradiculomedullary 
veinを介してのintradural venous drainageが明瞭に判別できた。Adamkiewicz動
脈は関与していなかった。根治を目的に直逹術にて治療を行った。術中所見では
radiculomedullary veinの拡張を観察し、血管ドップラーと脊髄MEPモニタリング
を併用の上で、凝固切断して手術を終えた。術後CTAでshuntの消失を認めた。膀
胱直腸障害、歩行障害は改善し自宅退院となった。

【考察】脊髄硬膜外動静脈瘻は稀な疾患であり、脊髄硬膜動静脈瘻との鑑別に苦慮
することがある。脊髄硬膜外動静脈瘻はvenous pouchを認めることや 硬膜内ドレ
ナージを認めることがあると報告されている。本症例においても、治療方針決定や
shunt部位を同定する際に3D Dyna CT撮影は有用であった。

【結語】脊髄硬膜外動静脈瘻診断に、3D Dyna CT撮影は有用な検査であると考え
る。

10803

DP-38-2
Cervical radicular arteriovenous fistulaの血管構築評価と外科
的遮断術の治療成績
佐藤　慎祐（さとう しんすけ）1、新見　康成（にいみ やすなり）2、
浅野　真莉子（あさの まりこ）1、久司　一貴（くし かずき）1、
山畑　勇人（やまはた ゆうと）1、望月　達城（もちづき たつき）1、
島　彰吾（しま しょうご）1,2、劉　美憬（りゅう びけい）1,2、
星野　岳郎（ほしの たくろう）2、井上　龍也（いのうえ たつや）1,2、
桑本　健太郎（くわもと けんたろう）1、岡田　芳和（おかだ よしかず）1

1聖路加国際病院�脳神経外科、2聖路加国際病院�神経血管内治療科

(はじめに）Radicular AVFは、shunt部位が神経根にあるものを指すが、血管撮影
によるマイクロカテーテルからの造影によるshuntに関わるfeederとdrainerとの
Angioarchitectureとopen surgeryの際にシャント部位の正確な評価をした報告は
な い . 我 々 は radicular AVF の shunt 部 位 の み な ら ず、feeder と な る
radiculomedullary arteryやanterior spinal artery feederからのproximal radicular 
supply、Radiculomeningeal arteryからのdistal radicular supplyの特徴と、shunt
部位の位置を最終的にopen surgeryで同定し、治癒しえた２例を報告する. (症例) 
Case1では、血管撮影では動脈瘤の部位が、ASA上に近似するが、２本のproximal 
radicular feeder上の１本のfeeder上の動脈瘤であることがVR画像で診断ができた. 
シャント部位は脊髄表面に認めるか、神経根に認めるのかはMIPimageを見ても判
断ができず、最終的にopen surgeryでshunt部位が前根の腹側にあることを確認し
た .Case2では、MRI T2image と MIP 画像との fusion image により shunt 部位が
spinal cordと離れていることが同定された. またマイクロカテーテルの撮影から
distal radicular arteryからの２本のfeederとproximal radicular artery のfeederか
らのradicular AVFを考え、最終的にopen surgeryでshunt部位が前根の腹側にあ
ることを確認した. (考察・結語) Radicular AVFの診断には、マイクロカテーテル
からのsuperselective angiographyと最終的には外科的にシャント部位の遮断が根
治的治療になる. 血管撮影でのMIP画像と、MIP/MRI fusion画像での解剖的評価
が外科的遮断術に有用と考える. 

10855

DP-38-1
胸腰椎圧迫骨折に続発したspinal epidural AVFの1治療例
古田　隆徳（ふるた たかのり）1、中川　一郎（なかがわ いちろう）1、
朴　憲秀（ぱく ほんす）1、木次　将史（こつぎ まさし）1、
横山　昇平（よこやま しょうへい）1、中瀬　健太（なかせ けんた）1、
佐藤　文哉（さとう ふみや）1、山田　修一（やまだ しゅういち）1、
本山　靖（もとやま やすし）1、明珍　薫（みょうちん かおる）2、
中瀬　裕之（なかせ ひろゆき）1

1奈良県立医科大学脳神経外科、2奈良県立医科大学放射線科

【背景】脊椎外傷を契機に脊髄動静脈瘻を発症することが報告されている。今回胸
腰椎圧迫骨折後に続発したspinal epidural AVFの1例を経験したのでその病態生理
についての考察を加えて報告する。【症例】71歳男性。10年前に第12胸椎及び第1腰
椎圧迫骨折にて保存的加療が施行された。2ヶ月前から両下肢脱力が出現した。症
状は徐々に進行し歩行困難となったため、近医受診しMRIで血管病変が疑われ当科
紹介となった。胸腰椎MRIにてTh12、L1レベルの椎体圧迫骨折が認められ、Th8
レベル以下で脊髄浮腫が認められ、Th11-L3レベルの脊髄背面に多数のflow voidが
認められた。脊髄血管造影検査では左Th11および右Th12 segmental arteryからの
dorsal somatic arteryをfeederとし、Th12椎体後面のepidural venous lakeにshunt
し、perimedullary vein へdrainingするspinal epidural AVFを認めた。治療はま
ず右Th12 segmental arteryよりマイクロカテーテルを誘導し、12.5% NBCAにて
TAE施行し、さらに左側も同様にTAEを施行し、epidural venous lake側まで
penetrationさせshuntは完全に閉塞した。術翌日の胸腰椎MRIにて脊髄浮腫の改善
および静脈拡張の改善が認められた。術後は下肢症状の著明な改善が認められ、 術
後9日目に独歩退院となった。【考察】本症例では胸腰椎圧迫骨折近傍に病巣が認め
られ、圧迫骨折による椎体後面の静脈叢の圧迫及び閉塞が本病態の発症及び進行に
関与している可能性が示唆された。

10080

DP-37-11
自然消失した無症候性脳動静脈奇形の1例
加藤　徳之（かとう のりゆき）1、山崎　友郷（やまざき ともさと）1、
阿久津　善光（あくつ よしみつ）1、丸山　沙彩（まるやま さあや）1、
山野　晃生（やまの あきなり）1、松丸　祐司（まつまる ゆうじ）2

1国立病院機構�水戸医療センター�脳神経外科、2筑波大学医学医療系脳神経外科

【はじめに】脳動静脈奇形AVMや硬膜動静脈瘻などの動静脈シャント疾患が自然に
消退することは稀であるが報告されている。今回脳ドックで発見された無症候性の
左前頭円蓋部の小型脳動脈奇形の画像フォロー中に完全消失した症例を経験した。

【症例ならびに経過】62才男性が脳ドックMRI、MRA検診ならびに脳外科での頭部
CTA検査から左前頭脳表の小型脳動静脈奇形を指摘され精査、加療目的に当院へ
紹介となった。既往歴に特記事項なく、無症候性であるため脳血管撮影精査、定位
放射線治療を希望されなかった。以後は年に1度の画像追跡の診察方針となった。初
回検査から2年後以降に責任栄養血管の縮小、NidusならびにDrainerの消失を確認
した。T2＊ならびに SWI撮影の検討から経過中の出血既往は否定された。【結語】
2年の経過で介入なく自然に消失した小型の前頭葉AVMの症例報告を行った。若年
者、小型病変、単一feeder，単一drainer、血栓化を有するAVMで自然消失例が散
見される。直近のcohort studyからはAVMの自然消失は0.014％の頻度と報告され
た。また出血を契機に消退機序が働き消失したとする報告も認めた。本症例におけ
る消退機序は推測の域を出ないが流入側、流出側血管の狭窄や屈曲による血栓化機
転が考えられた。小型のAVMの中には観察期間中に形状変化､ 時に消失しうるこ
とを再認識した。
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10201

DP-38-7
中位胸椎レベル脊髄硬膜動静脈瘻治療時の工夫
佐藤　大輔（さとう だいすけ）1、西川　明宏（にしかわ あきひろ）2、
舩戸　光平（ふなと こうへい）1

1社会医療法人財団慈泉会相澤病院脳神経外科、2諏訪赤十字病院脳神経外科

【はじめに】脊髄硬膜動静脈瘻(SDAVF)は稀な疾患で、1術者が担当、治療する機
会は限られる。今回、中位胸椎レベルSDAVFの症例で治療に難渋した症例と、そ
の経験を活かし治療を完遂出来た症例を経験したので報告する。【対象】当院で過
去15年間にSDAVFに対して経動脈的塞栓術を施行した5症例中、中位胸椎レベル病
変を認めた2症例。それぞれTh5、Th6肋間動脈の分枝から栄養されていた。【治療
方法】2症例共にNBCAを用いた経動脈的塞栓術(TAE)を実施したが、1例目は局所
麻酔、2例目は全身麻酔下で施行した。【結果】1例目はガイディングカテーテルの
安定が得られず、またTAEの際に呼吸性変動に加え心拍動によるアーチファクト
が重なり、良好な画質が得られず治療に苦労した。2例目はその経験を踏まえ、distal 
access catheter(DAC)を用いて治療し、全身麻酔導入による無動化に加え、TAEの
際にworking angleを調整し、心拍動の影響を極力少なくし、良好な塞栓が出来た。
結果的には、2例共に動静脈瘻の消失を得ることが出来た。【考察】中位胸椎レベル
では、解剖学的に大動脈が椎体の左側を走行しており、肋間動脈は大動脈壁から接
線方向（直角）に分岐している。その為、ガイディングカテーテルを肋間動脈に深
く挿入することは困難で、DACを用いることが重要と考える。また同レベルでは
呼吸性変動が大きいことに加え心拍動も重なる為、全身麻酔による無動化の恩恵が
大きく、TAEの際に場合によってはworking angleを調整することも有効と考えた。
これに文献的考察を加え報告する。

10023

DP-38-6
くも膜下出血を来した胸椎部硬膜動静脈瘻の1例
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、塚田　哲也（つかだ てつや）1、
後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、大塚　崇史（おおつか たかふみ）1、
加藤　直毅（かとう なおき）1、中野　瑞生（なかの みずき）1

1名古屋大学脳神経外科

【はじめに】脊髄AVMやperimedullary AVFはくも膜下出血(SAH)の原因となる
ことが知られているが、脊髄硬膜動静脈瘻(spinal dAVF)がSAHを起こすことは珍
しい。さらに頚椎部以外のspinal dAVFでSAHを来した報告はほとんど認めない。
今回我々はSAHを来した胸椎部dAVF症例を経験したため報告する。

【症例】75歳女性。両下肢の痺れ・脱力を認め、L2-5腰部脊柱管狭窄症と診断され4
椎間の除圧術を施行された。一旦症状は軽快したが、手術1年後から緩徐に両下肢
の痺れ・脱力が進行、膀胱直腸障害が出現した。MRIでTh9-L1レベルに脊髄浮腫
を認め、脊髄炎が疑われた。その後、突然の腰部痛と右下肢の強い脱力のため歩行
困難となり、髄液検査を行ったところ血性だった。画像検査では出血や診断に至る
所見は得られなかった。血性髄液を認めたことから脊髄炎よりもシャント性疾患が
疑われ、血管撮影検査を行ったところspinal dAVFが確認された。動脈瘤等の出血
源となりそうな所見は認めなかった。NBCAでシャント部の塞栓を行い完全閉塞を
得た。治療前後にステロイドは使用していない。治療後症状・画像所見は速やかに
軽快した。

【考察】Spinal dAVFでSAHを来すことは珍しく、またそのほとんどが頚椎部での
報告で、頚椎以外では腰椎部での報告を1例認めるのみである。Spinal dAVFでSAH
を引き起こす機序は頚部でもはっきり判明していないが、静脈性高血圧がその要因
であると考えられている。本症例においても血管撮影検査にて他に明らかな出血源
を認めず、また先行してmyelopathyの進行や脊髄浮腫を認めたことからも、静脈
性高血圧が出血に寄与していたと推測される。

【結論】出血を来した胸椎部dAVFの稀な1例を報告した。

10159

DP-38-5
脊髄脂肪腫に合併した脊髄動静脈奇形に対して血管内治療を施行した
一例
岸本　真雄（きしもと まさお）1、中居　康展（なかい やすのぶ）1、
甘利　和光（あまり かずみつ）2、天野　悠（あまの ゆう）3、
山本　良央（やまもと りょうお）3

1横浜市立脳卒中・神経脊椎センター�血管内治療センター、
2横浜市立脳卒中・神経脊椎センター�脳神経血管内治療科、
3横浜市立脳卒中・神経脊椎センター�脳神経内科

【目的】脊髄脂肪腫は神経管閉鎖障害の一つであるが、それに脊髄動静脈奇形を合
併することは稀である。今回、我々は脊髄脂肪腫に合併した脊髄動静脈奇形に対し
て塞栓術を行った一例を経験したので報告する。

【症例】31歳男性。生下時に脊髄髄膜瘤の手術を行い、その後発育発達に問題はな
かった。X年末より左足関節痛・痺れ、両膝痛、下肢脱力感が出現し、X＋１年2月
より残尿感を自覚するようになった。X＋１年４月、当院初診時、左膝から足関節
にかけて感覚異常と深部感覚障害、下肢腱反射の減弱を認めた。腰椎MRI・3DCTA
でL３レベルに脂肪腫を認め、脊髄係留を来していた。脂肪腫の内部にflow voidを
認め、脊髄後面に拡張蛇行した血管が存在した。脊髄血管撮影にて両側L３腰動脈
がシャントに関与し、シャント部位は脂肪腫内部に認め、そこから拡張した静脈が
脊髄後面を上行していた。脊髄脂肪腫に合併した脊髄動静脈奇形の診断で、X＋１
年５月、血管内治療を行った。全身麻酔下でMEP・BCRモニタリングを行い、両
側L３腰動脈にアプローチしマイクロカテーテルをシャント近傍に留置した。
25%NBCAでTAEを行いシャントの閉塞を得た。手術終了時、MEP・BCRの低下
は無く、術後神経症状の悪化を認めなかった。塞栓術後１か月目のMRIでは脊髄内
T2WI HIAは縮小し、歩行障害は改善した。

【考察】脊髄脂肪腫に合併した脊髄動静脈奇形の症例報告は比較的稀で、その病態・
治療法に関して文献的考察を加えて報告する。

10261

DP-38-4
脊髄出血で発症した頚椎epidural arteriovenous fistula with pial 
feedersの一例
林　英樹（はやし ひでき）1、石橋　良太（いしばし りょうた）1、
箸方　宏州（はしかた ひろくに）1、武部　軌良（たけべ あきら）1、
西田　南海子（にしだ なみこ）1、吉本　修也（よしもと しゅうや）1、
松川　爽（まつかわ そう）1、北村　和士（きたむら かずし）1、
吉崎　航（よしざき わたる）1、戸田　弘紀（とだ ひろき）1、
岩崎　孝一（いわさき こういち）1

1田附興風会�医学研究所�北野病院�脳神経外科

【症例】77歳、女性。突然の左後頚部痛で発症。他院搬送時に神経学的には、意識
清明、左上下肢完全麻痺、右側C6以下の不全麻痺を認めた。呼吸障害を認め挿管管
理の上、頚椎CTで頚髄出血と診断され、5日目に当院に転院となった。

【画像所見】頚椎CT：C5/6レベルに髄内高吸収、後頭蓋窩にくも膜下出血を認め
た。頚椎造影MRI：C6レベルの正中左側に髄内出血を認めた。頚椎造影CT：左
C5/6椎間孔に拡張した動脈と連続する静脈の異常な集簇を認め、脊髄内血腫辺縁に
前脊髄動脈と連続する微小動脈瘤を認めた。脳血管撮影：左C6根髄質動脈および前
脊髄動脈がfeederで左C5/6椎間孔内にshuntを認め、epidural drainageのみを認
め、perimedullary drainageは認めなった。栄養血管である前脊髄動脈と連続する
vasa corona上に3個の動脈瘤を認めた。

【治療】経動脈的塞栓を目的として左椎骨動脈からアプローチしたがマイクロカテー
テルの誘導が困難であり、栄養血管と術中に判明した左肋頚動脈の分枝に誘導して
シャント近傍に留置した。25% NBCAでシャント閉塞すると、小動脈瘤は消失し
た。術後、呼吸器からは離脱したが、四肢麻痺の症状は後遺し、転院となった。

【考察】本症例はepidural arteriovenous fistula with pial feedersと診断した。pial 
feedersの動脈瘤が破裂して髄内出血として発症したと考えられる。pial feeder関連
の動脈瘤に対する閉塞術は危険性が高く、shunt閉塞のみでも動脈瘤の消失が期待
できる。

【結論】硬膜外動静脈瘻の栄養血管関連の動脈瘤が破裂した稀な症例を報告した。動
脈瘤を直接閉塞しなくてもシャントを閉塞することで動脈瘤の消失が得られた。
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DP-39-3
鎖骨下動脈・腕頭動脈の狭窄・閉塞病変に対する血行再建術について
松本　浩明（まつもと ひろあき）1、西山　徹（にしやま あきら）1、
久保　美奈子（くぼ みなこ）1、東園　和也（ひがしぞの かずや）1、
梅嵜　有砂（うめさき ありさ）2、和田　晃（わだ あきら）3、
寺田　友昭（てらだ ともあき）4、鈴木　泰篤（すずき やすひろ）5

1東京都保健医療公社�荏原病院�脳神経外科、2横浜市民病院�脳神経血管内治療科、
3昭和大学江東豊洲病院�脳神経外科、4昭和大学藤が丘病院�脳神経外科、
5柏たなか病院�脳神経外科

｛緒言｝鎖骨下動脈・腕頭動脈の狭窄、閉塞病変に対しては非侵襲的な治療法であ
り、長期的な再狭窄率・再閉塞率からも血管内治療の良い適応である。アプローチ
には経大腿動脈か経上腕動脈かの選択枝があるが、病変部をguide wireが安全に貫
通させるため、また合併症回避の観点から、両方からapproachすることになる。さ
らに手技中に頭蓋内遠位塞栓を予防することも重要になる。今回、当院および関連
施設で経験した鎖骨下動脈および腕頭動脈狭窄・閉塞症36症例に関して、その方法
を含め、文献的考察を加えて報告する。｛方法｝2009年7月から2020年6月までに治
療した鎖骨下動脈・腕頭動脈閉塞性病変36症例について検討した。可能な限り、経
上腕と経大腿の両側穿刺で治療した。男性が24例、平均年齢は71.9歳、7例は頚部頸
動脈病変を合併していた。3例はwireが貫通できすに治療不可であった。閉塞は16
例・狭窄が20例であった。症候性の合併症はなく、再治療例は1例であった。｛考察｝
経上腕動脈と経大腿動脈の両方からapproachを行うことは病変の両側から造影で
きるため有用である。また、両側からのapproachはより安全に貫通が行える方法
である。遠位塞栓予防のため腕頭動脈病変は内頚動脈をprotectionする必要がある
が、逆流しているVA症例は上腕動脈の吸引のみで、遠位塞栓予防が行えると考え
た。｛結語｝鎖骨下動脈・腕頭動脈閉塞性病変に対して両側approachでICA, VAの
血流を考慮すれば、安全に治療できる。

10072

DP-39-2
当施設での鎖骨下動脈狭窄に対する血管内治療の成績と検討
阪本　宏樹（さかもと ひろき）1、波多野　武人（はたの たけと）1、
千原　英夫（ちはら ひでお）1、小倉　健紀（おぐら たけのり）1、
阿河　祐二（あがわ ゆうじ）1、近藤　大祐（こんどう だいすけ）1、
北村　泰佑（きたむら たいすけ）1、友寄　龍太（ともよせ りゅうた）1、
辻本　吉孝（つじもと よしたか）1

1小倉記念病院�脳卒中センター�脳神経外科

【目的】鎖骨下動脈狭窄に対する外科的治療は侵襲性や合併症の低さ等から直達手
術よりも血管内治療が選択されることが多い。今回我々は当施設での鎖骨下動脈狭
窄に対する血管内治療の成績をもとに治療の有効性、安全性について検討した。【対
象と方法】2013年から2019年の間に当施設で初回治療を行った全14例を対象とした。
そのうち、男性9例、女性5例、平均年齢68.4歳で、手技的成功、合併症、再狭窄の
有無を評価した。【結果】対象症例は上肢の血圧の左右差が20mmHg以上、症候性

（上肢の虚血症状、椎骨脳底動脈の虚血症状、病変部に由来する症候性脳梗塞を呈
したもの）の症例であった。主にballoon expandable stentを使用し、また椎骨動
脈への遠位塞栓リスクが高い症例では可能な限りprotection deviceも使用していた。
全例で治療は成功し、治療後に狭窄率、上肢の血圧の左右差、虚血症状は改善した。
また術後に症候性の脳梗塞、解離、血管閉塞は認めなかった。2020年5月までの観
察期間で追加治療を要した症例はなかった。【考察・結語】今回、既報告と同様に
鎖骨下動脈狭窄に対する血管内治療の有効性、安全性が示された。血管内治療は侵
襲性の低さに加え成功率が高く、合併症や再狭窄に伴う追加治療の割合が低い有効
な治療法と考えられる。

10862

DP-39-1
鎖骨下動脈狭窄症治療後の再発に関する臨床的検討
安藤　俊平（あんどう しゅんぺい）1、近藤　康介（こんどう こうすけ）1、
阿部　光義（あべ みつよし）1、渡邊　陽（わたなべ よう）1、中田　知恵（なかだ ちえ）1、
渕之上　裕（ふちのうえ ゆたか）1、内野　圭（うちの けい）1、
寺園　明（てらぞの さやか）1、桝田　博之（ますだ ひろゆき）1、
原田　直幸（はらだ なおゆき）1、周郷　延雄（すごう のぶお）1

1東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森）

【目的】 鎖骨下動脈狭窄症に対する血管内治療の手技成功率は97.8-100%とされてお
り良好であるが、再発率は8.4-17.3%と頸動脈狭窄症のそれに比べて高いことが知ら
れている。今回われわれは、当院における鎖骨下動脈狭窄症に対する血管内治療の
成績から、再発率に関与する因子について検討した。【対象】 2011年6月から2020年
7月までに鎖骨下動脈狭窄症に対しステント留置術、経皮的動脈形成術を施行した
12例を対象とした。治療適応は症候性病変、両上肢の血圧左右差が30mmHg以上、
病側椎骨動脈の逆流のいずれかを認めるものとした。男性6例・女性6例、平均年齢 
65.9歳、術前平均狭窄率 84.6%であった。【結果】　手技成功率は100%、再狭窄率は
42%（5例/12例）、脳梗塞0%、dissection 0%、病側上肢の浮腫0%であった。術前狭
窄率で再発の有無に有意差を認めた（P=0.03）が、術後狭窄率や狭窄改善率では有
意差を認めなかった。また、狭窄長、大動脈や椎骨動脈起始部からの距離、病側、
性別、スタチン製剤、高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性腎障害、喫煙のいずれに
も、有意差は認めなかった。【結語】 鎖骨下動脈狭窄に対する血管内治療は低侵襲で
安全性も高い。しかし全症例で良好な再拡張が得られたものの、再発率が42%と高
値であった。再発に有意に関与したのは術前狭窄率であり、血管内治療による狭窄
の改善の程度は影響しなかった。症例数が少ないため更なる比較検討が必要である
が、安全性を担保しながら慎重な経過観察が必要と考えた。

10753

DP-38-8
下位胸椎・腰髄硬膜動静脈奇形，動静脈瘻に対するRetrograde 
spinal angiography
高平　良太郎（たかひら りょうたろう）1、松永　裕希（まつなが ゆうき）1、
定方　英作（さだかた えいさく）1、堀江　信貴（ほりえ のぶたか）1、
出雲　剛（いずも つよし）1、案田　岳夫（あんだ たけお）1、森川　実（もりかわ みのる）2、
松尾　孝之（まつお たかゆき）1

1長崎大学病院脳神経外科、2長崎大学病院放射線科

【はじめに】脊髄硬膜動静脈奇形・動静脈瘻は稀な疾患である. 診断には造影CTが
有用であるが, 詳細な評価のためには血管撮影のほうが有用である. 脊髄血管造影検
査は脳神経外科医にとっては不慣れな面が多く, 検査時間や被爆, 造影剤使用量にお
いて患者の負担も大きくなりやすい.  我々は下位脊髄血管においてretrograde spinal 
angiographyによる病変の同定を行っており,その有用性について報告する. 【方法】
2010年4月から2020年5月の間に当院で治療を行った6例のSpinal AVM/AVFに対し
てretrograde spinal angiographyを施行した. 4Frのシースを大腿動脈に留置し, 
シースから高流量の造影剤を大動脈を逆行させるように注入する. （20cc/sec, total 
60cc ）描出された分岐血管へカテーテルを挿入し, 選択的血管造影を行った. 【結
果・考察】男性5例, 女性1例であった. 病変はspinal dural AVF4例（胸髄2例, 腰髄
2例）, spinal epidural AVF1例 , CCJ dAVF1例 , feeder は single3例 , double2例 , 
multiple1例であった. retrograde spinal angiographyではTh9まで描出されたもの
が1例,  Th11までが2例, Th12までが2例, L3までが1例であった.  胸部, 腰仙椎部の
脊髄血管の分岐部は後壁に位置するため, 遠位側から造影剤を逆行させるように圧
入すると, 比重の高い造影剤は重力により血液と混同しにくく, 下壁を沿うように流
れる．そのため, 前壁を走行する腸管動脈が描出されにくく, 一度に多数の脊髄血管
を描出できるものと考えられる. 【結語】下位脊髄動静脈奇形におけるretrograde 
spinal angiographyを用いた脊髄血管造影は撮像時間, 被曝量, 造影剤の量のいずれ
も軽減することができ血管の選択に有用である.
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DP-39-7
椎骨動脈起始部閉塞/偽閉塞症に起因した脳底動脈閉塞の2症例
舩戸　光平（ふなと こうへい）1、佐藤　大輔（さとう だいすけ）1

1慈泉会�相澤病院�脳神経外科

【はじめに】椎骨動脈起始部狭窄症は予後が比較的良いとされ、保存的加療が選択
されることが多い。しかし椎骨動脈起始部閉塞/偽閉塞症の症例についてはvertebral 
artery stump syndromeにより遠位塞栓を起こす事もあり、診断もroutineの頭頚
部MRAのみでは困難な事が多く注意が必要である。今回我々は椎骨動脈起始部閉
塞/偽閉塞症に伴い脳底動脈閉塞を認めた症例を2例経験し、うち1例に対しては緊
急血管内治療を実施し良好な転帰を得たので報告する。【症例1】51歳男性。脳底動
脈閉塞による意識障害で搬送され、血栓回収術を試みた。血管撮影上、左椎骨動脈
起始部が閉塞しており側副血行にて椎骨動脈末梢が描出されていた。血栓回収術お
よび血管形成術を実施しTICI3の再開通を得た。しかし2日後に左椎骨動脈起始部閉
塞が再発し、ステント留置術を追加した。【症例2】59歳男性。左小脳梗塞で入院し、
点滴治療を開始。4日後に脳底動脈閉塞を発症し、その際の3DCTAで左椎骨動脈起
始部閉塞を認めた。症状が比較的軽症だった為、抗血小板薬に加え抗凝固薬併用で
保存的加療を実施し、再発なく経過した。【考察】症候性椎骨動脈起始部閉塞/偽閉
塞症に対しての治療選択は、症例に応じて保存的加療と外科的治療介入が選択され
ている。保存的加療については比較的抗凝固療法が選択されていることが多いが、
controversialである。外科的治療介入では血管形成術、ステント留置術を行った症
例が報告されているが、具体的な治療適応基準は示されていない。これに文献的考
察を加え報告を行う。

10290

DP-39-6
内科的治療抵抗性のvertebral artery stump syndromeをきたし
た左椎骨動脈起始部閉塞に対して血行再建術を施行した一例
武部　軌良（たけべ のりよし）1,2,3、石橋　良太（いしばし りょうた）1、
箸方　宏州（はしかた ひろくに）1、村田　高穂（むらた たかほ）3、
林　英樹（はやし ひでき）1

1公益財団法人田附興風会医学研究所�北野病院�脳神経外科、
2京都大学医学部付属病院脳神経外科、3穂翔会�村田病院�脳神経外科

【症例】70歳代男性。前日に右同名半盲を発症し来院。心房細動などの既往歴なし、
NIHSS 2。拡散強調画像で左後頭葉に急性期梗塞を認めた。椎骨動脈（VA）は左
が優位で右は低形成であった。左VAは頭蓋内MRAでは明瞭に描出されていたが、
頚部では描出不良であった。アスピリン・クロピドグレル・アルガトロバン・エダ
ラボンの投与を開始した。

【経過】入院4日目に右後頭葉・左小脳に、5日目に右視床に新規梗塞が出現し皮質
盲・左不全麻痺となった。血管造影検査で左VA起始部閉塞を認め、左頚部VAに
は筋肉枝を介したcollateral flowを認めた。Union近傍や筋肉枝の合流部など左VA
の複数個所でto-and-froの造影剤停留を認め、vertebral artery stump syndrome 
(VASS)と診断した。内科的治療抵抗性であり、血管造影所見からVA閉塞区間が数
cm以内と推察されたことから左VA起始部の血行再建を行った。PTAでは拡張不
十分であったためステント留置を施行し、良好な順行性血流が得られた。再開通後
は新たな梗塞巣・虚血症状は出現しなかった。入院22日目に下肢静脈血栓症をきた
し 25日目に肺塞栓症で死亡された。

【考察】後方循環脳梗塞の1.4%はVASSが原因とされ、稀な病態の一つである。脳
底動脈閉塞症例で超急性期に脳底動脈の血栓回収とともにVA起始部への血行再建
術が選択された報告があるが、軽症例では内科的加療が第一選択となる。また内科
的治療抵抗例に対しVA遠位部を閉塞させた報告がある。進行性脳卒中をきたした
VASSに血管内治療で血行再建を行った報告はなく、治療の選択肢の一つとなりう
る。

【結語】内科治療抵抗性のVASSに対して血管内治療による血行再建術を施行した
症例を経験したため報告する。

10722

DP-39-5
Tandem lesionを有する脳底動脈閉塞に対し血栓回収術を施行した
のち椎骨動脈ステント留置術を施行した1例
高野　裕樹（たかの ゆうき）1、米山　琢（よねやま たく）1、阿部　圭市（あべ けいいち）2、
野村　誠（のむら まこと）3、比嘉　隆（ひが たかし）4、川俣　貴一（かわまた たかかず）5

1総合守谷第一病院脳神経外科、2熊谷総合病院脳神経外科、
3総合守谷第一病院脳神経内科、4河北総合病院、5東京女子医科大学病院

【はじめに】後方循環におけるtandem lesionを伴う急性主幹動脈閉塞の報告は少な
い。今回右椎骨動脈狭窄を伴う脳底動脈閉塞症に対し血栓回収術を施行し、その後
再閉塞をきたした右椎骨動脈に対しPTA（Percutaneous transluminal angioplasty）
を施行した後、ステント留置術を施行した一例を経験したため、報告する。【症例】
症例は既往のない65歳男性、意識障害で搬送された。来院時はNIHSS36点、pc-
ASPECTS8点で脳底動脈閉塞を認めた。t-PA投与し血栓回収術の方針とし、右椎
骨動脈からのアクセスでTrevo4mmを用いて2passにてTICI3を達成した。右椎骨
動脈起始部に狭窄残存を認めたが流速低下はなく、抗血小板薬2剤＋アルガトロバ
ン投与を開始した。術後より意識障害と麻痺の改善を認めリハビリを行っていたが、
初回手術より5日後に意識レベル低下と右上下肢不全麻痺を認め、椎骨動脈狭窄部
の閉塞を認めた。同部位にPTAを施行し、意識障害と麻痺の改善を認めた。翌日
同部位にbaloon expandable stentを留置し、椎骨脳底動脈の血流が問題ないことを
確認した。リハビリを行いmRS3でリハビリ病院へ転院し、3ヶ月後mRS1で外来通
院中である。【考察】アテローム性に起因する脳底動脈閉塞症のうち、およそ25%
にtandem lesionが存在し、椎骨動脈の狭窄が原因の事が多い。tandem lesionの一
期的な治療の必要性、approachとしてanterogradeとretrogradeの選択、ステント
使用の是非など文献的考察を加える。
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DP-39-4
総頚動脈の外科的露出下の直接穿刺によりステント留置術を行った腕
頭動脈狭窄症の2例
高橋　賢吉（たかはし けんきち）1、前岡　良輔（まえおか りょうすけ）1、
福留　賢二（ふくとめ けんじ）1、大西　宏之（おおにし ひろゆき）1、
村尾　健一（むらお けんいち）2、大西　英之（おおにし ひでゆき）1

1大西脳神経外科病院�脳神経外科、2春秋会城山病院�脳血管内治療科�

腕頭動脈狭窄症は狭窄が高度になると鎖骨下動脈盗血現象を呈して、右上肢の冷感
等の虚血症状、椎骨脳底動脈循環不全や内頚動脈系の虚血症状まで様々な症状を呈
することが知られている。腕頭動脈狭窄症に対する治療法としては、外科的治療と
血管内治療があるが、血管内治療は直達手術よりも侵襲が小さく合併症も少ないこ
とから近年では血管内治療が第一選択となっている。しかしながら、血管内治療に
よるステント留置術では周術期の塞栓性合併症が生じることが報告されており、遠
位塞栓を予防することが重要である。
今回我々は、腕頭動脈狭窄に対して総頚動脈の外科的露出下の直接穿刺を行い、穿
刺部の血管クランプにより遠位塞栓を予防してステント留置術を行い、良好な成績
が得られた2例を経験したので報告する。
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DP-40-2
症候性頭蓋内内頚動脈狭窄症に対するWingspan stentの治療成績
山田　哲（やまだ さとし）1、岩本　創哉（いわもと そうや）1、
成田　秀文（なりた ひでふみ）1、北村　洋平（きたむら ようへい）2、
大木　宏一（おおき こういち）1、星野　晴彦（ほしの はるひこ）1

1東京都済生会中央病院脳神経内科、2東京都済生会中央病院脳神経外科

【はじめに】頭蓋内動脈硬化性狭窄病変に対して経皮的血管形成術（PTA）が行わ
れてきたが、血管解離や再狭窄などをしばしば経験する。2014年7月に頭蓋内動脈
狭窄症に対するステント（Wingspan stent）が国内で承認された。当院で施行され
た症候性頭蓋内内頚動脈狭窄症に対してWingspan stent 留置症例について報告す
る。【対象・方法】2017 年4月より2020年3月までの間で、頭蓋内内頚動脈狭窄症に
対して症候性かつ70％以上の狭窄病変に対して、PTA＋Wingspan stentで治療を
行った症例を対象とし、後方視的に評価した。術前1週間前よりDAPTの内服を開
始。全例、DACを用いてPTA＋Wingspan stent治療を行った。【結果】治療症例
は5症例。年齢は43～85歳（平均年齢66.2±16.4歳）。男性5例。狭窄部位は床上部1
例、海綿静脈洞部1例、海綿静脈洞前部2例、錐体部1例。前拡張は2.5ｍｍ-4.0ｍｍで
行い、Wingspan stentは3.5ｍｍ-4.5ｍｍの径を用いた。全例後拡張は行わなかった。
術前狭窄率（WASID法）は70%-87.5%（平均79.5±6.6％）で、術後狭窄率（WASID
法）10%-43.2%（平均33.3±13.3％）に改善した。周術期合併症、術後の虚血性脳卒
中、出血性合併症は認めなかった。6か月後の脳血管造影検査で、1例に再狭窄を認
めたため、PTA＋Wingspan stentによる再治療をおこなった。【結論】今回、中大
脳動脈狭窄症、椎骨・脳底動脈狭窄症に対するWingspan stentについては検討して
いないが、頭蓋内内頚動脈狭窄症に関してはWingspan stentは安全に留置ができ、
良好な結果が得られた。
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DP-40-1
症候性中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術-自験例5例の検
討-
島田　篤（しまだ あつし）1、佐藤　栄志（さとう えいし）1、清本　政（きよもと まさる）2、
林　基高（はやし もとたか）1、池上　方基（いけがみ まさき）1、
今井　大也（いまい ひろや）1、山下　圭一（やました けいいち）1、
原田　洋一（はらだ よういち）1、杉田　京一（すぎた きょういち）1、
畑山　徹（はたやま とおる）1、河野　拓司（こうの たくじ）1

1水戸ブレインハートセンター�脳神経外科、2関東中央病院�脳神経外科

【目的】症候性中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術(PTAS)の成績および合
併症、予後について報告する。【対象.方法】2006年から2018年までに症候性中大脳
動脈狭窄症に対し、PTASを行った5例について検討。男性2例、女性3例、平均年
齢72.2歳、内科的治療抵抗性または患側の安静時脳血流量低下が認められる症例。
術前から抗血小板薬は2剤併用投与とスタチン併用を行い、いずれも術後も継続の
ままとした。狭窄部近位または遠位の血管径が2mm以上ある症例とし、治療の基
本はPTAのみで、拡張が不良な場合や解離をきたした場合に備えステントを準備
した。【結果】平均狭窄率は、術前80.4％→術後31.7％と全例で拡張が得られた。術
中合併症は血管解離が2例、accordion現象が1例。血管解離2例のうち1例は無症候
性で経過観察とし、他の1例は術中にほぼ血流が途絶えたため、ステント留置を行っ
た。術後24時間以内にMRIを施行した4例のうち、1例で新たな脳梗塞を認めたが無
症候であった。術後30日以内での症候性脳卒中は認められず、1年以上の観察が行
えた4例のうち50%以上の再狭窄をきたしたのは1例で、追加PTAを施行した。治
療前の平均mRSは1.83、治療30日後は1.33で術前より悪化した症例は認めなかった。

【考察・結語】術前から積極的内科的治療を行い、術後も継続し、幸い予後を悪化
させる合併症は来さなかった。しかし症候性中大脳動脈狭窄症に対するPTASは、
血管径が細いこともあり周術期合併症や再狭窄の率が高く、動脈解離を来した2例
は、病変部形態が偏在性だった症例で、偏在性狭窄病変の場合は動脈解離に注意が
必要であり、症例の選択とリスク管理を十分行い、合併症の低減に努めていく必要
がある。

10025

DP-39-9
腕頭動脈および左総頚動脈起始部狭窄病変に対する経皮的血管形成
術．安全なdistal protectionを優先した異なるアプローチの検討
篠原　禎雄（しのはら ただお）1、横井　育宝（よこい やすたか）1、
新垣　勇大（あらかき ゆうた）1、向原　茂雄（むかいはら しげお）1

1藤沢市民病院脳神経外科

【目的】大動脈弓部から分岐直後の狭窄病変に対するステント留置術においてはガ
イディンカテーテルの位置が大動脈内となるため安定しない．また狭窄部を安全に
embolic protection device(EPD)が通過するための工夫を要する．同病変3症例に対
して安全なEPDの完成を最優先に，経上腕動脈アプローチ及び経大腿動脈アプロー
チで治療した．【症例1】76歳男性．無症候性左総頚動脈起始部病変．右上腕動脈か
らFilterwire EZとWallstentで治療した．ステント留置位置がずれたがEPDは容易
だった．バルーン拡張のみで良好な拡張を維持した．【症例2】60歳男性．無症候性
左総頚動脈起始部病変．右大腿動脈から治療し，Filterwire EZは誘導できずSpider 
FXとバルーン拡張型ステントで治療した．EPDの誘導に難渋したが，その後の治
療は比較的容易だった．【症例3】47歳女性．発症から5年半が経過している右内頚
動脈起始部狭窄病変に伴う腕頭動脈起始部病変．右上腕に血液透析シャントがあり
左大腿動脈から治療した．Spider FXで治療し，腕頭動脈狭窄病変に対してはバルー
ン拡張のみに留めた．大動脈から直接マイクロガイドワイヤーでlesion crossでき，
アプローチはやや容易だった．3症例ともに合併症なく経過している．【考察】いず
れもEPDの安全な留置展開を最優先に治療しえた．上腕アプローチはprotectionま
では容易であったがガイディングカテーテルはやや不安定であった．大腿アプロー
チの2例はprotectionまでに難渋したが，いずれも大動脈弓部から分岐角度が比較的
鈍であったため，EPDを誘導できた可能性がある．【結語】それぞれの問題点につ
いて文献的考察を交えて報告する．
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DP-39-8
In stent restenosisに対してCutting balloonを用いて血行再建を
行った椎骨動脈狭窄の1症例
下里　倫（しもざと りん）1、日高　幸宏（ひだか ゆきひろ）1、
中川　大地（なかがわ だいち）1、飯島　明（いいじま あきら）1

1JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経血管内治療科

諸言：内科的治療に抵抗性の椎骨動脈狭窄症(VAOS)に対して、経皮的血管形成術
（PTA）は重ねて選択される治療法の一つであるが、バルーン単独では、高率に再
狭窄を来すこともまた知られている。VAOSに対しては, ステント留置術がしばし
ば選択されるが、ステント留置後の再狭窄(ISR)も21-38％で生じる。しかし、VAOS
に対するISRに対する追加治療については報告が少ない。今回、我々は、VAOSに
対してステント留置術を行った後に生じたISRに対して、cutting balloon(CB)を用
いたPTAを施行し、良好な拡張を得られた1例を経験したので報告する。症例：79
歳男性。20XX年、後頭葉梗塞で入院加療。左頸動脈狭窄症、左VAOSに対してス
テント留置を施行。約5ヶ月後、左頸動脈、左VAともにISRを来した。金属patch 
testではアレルギー反応はみられなかった。Initialの梗塞は、VAが責任血管と考え
られ、VAの再治療を優先し、外頚動脈からVAへの側副路がみられたので、PSGW
によるdistal protection下にstent内PTAを施行した。良好な拡張が得られた。考
察：ステント留置後の合併症として、急性期には血栓症，遠隔期にはISRがある。
ISRは平滑筋細胞の過形成が主因とされており、また、石灰化や動脈起始部特有の
弾性力がリスクとされ、通常のバルーンのみでのstent内PTAでは不十分な拡張に
終わることが多い。また、stent in stentはstentを2枚重ねることによる内膜過形成
のリスクを伴う。CASに対するCBの有効性は少数ながらも報告されていることか
ら今回我々はVAOSに対して同様な手技を行った。ただし、渉猟しえた限りでの報
告はなく、また長期的な経過について今後の観察が必要とされる。
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DP-40-6
脳底動脈狭窄症に対する経皮的脳血管形成術にて生じた動脈解離が急
速に動脈瘤様拡張を呈し出血した1例 
尾上　亮（おがみ りょう）1、川本　行彦（かわもと ゆきひこ）1、
松本　敦仁（まつもと あつひと）1

1マツダ（株）マツダ病院脳神経外科

【目的】動脈解離は頭蓋内動脈狭窄に対する経皮的脳血管形成術（PTA）時の重要
な合併症であり、いったん生じるとその対応に苦慮することも多い。今回我々は、
脳底動脈狭窄症に対するPTA時に動脈解離を生じ、その後急速に動脈瘤様拡張か
らくも膜下出血に至った一例を経験したので、若干の考察を加え報告する。【症例】
68歳、男性。201X年10月13日脳底動脈高度狭窄病変に対しPTA施行。脳底動脈の
中央部に高度狭窄を認め、正常血管径は2.9-3.8mmで病変長は約10mmであった。ま
ず、Gateway　2.0×12mmを用いて6atm（2.0mm）の拡張を行ったが、elastic　recoil
による再狭窄を呈するため、Gateway　2.5mm×12mmに変更し6atm（2.5mm）に
て拡張を行ったところ、動脈解離を生じ急性閉塞を来すも、数回の拡張により急性
閉塞は来さなくなったためこの時点で終了とした。術中にrescue　stentingも考慮
したが、stent留置に伴う穿通枝閉塞やステント内血栓症を危惧し行わなかった。術
後、軽度の穿通枝梗塞を生じ、左不全片麻痺が生じたが、徐々に改善し、10月28日
独歩退院。10月29日に突然の意識障害にて救急搬送。頭部CT・MRIではくも膜下
出血とともに、PTA後の解離部に動脈瘤様拡張を認めた。 急性期の根治的手術は
困難と判断し、保存的加療を行った後、11月17日にステント支援下でのコイル塞栓
術を行った。【考察】頭蓋内動脈狭窄に対するPTAにおいて動脈解離が生じた場合、
snow plow effectによる穿通枝閉塞やステント内血栓症による急性閉塞のリスクも
あり、その判断は容易ではないが、rescue　stentingはまず考慮すべき対処法であ
り、今回我々の症例においては行うべきであったと思われる。
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DP-40-5
症候性頭蓋内動脈硬化性病変に対するsubmaximal angioplastyの
有用性についての検討
蘆田　典明（あしだ のりあき）1、池内　佑介（いけうち ゆうすけ）1、
西原　顕在（にしはら まさみつ）1、細田　弘吉（ほそだ こうきち）1

1西神戸医療センター

症候性頭蓋内動脈硬化性病変窄（Intracranial atherosclerotic disease；ICAD）に
対するステント併用血管形成術はSAMMPPRIS等によって否定されたが、経皮的
血 管 形 成 術 以 外 の 治 療 手 段 が な い 状 況 も し ば し ば 存 在 す る。submaximal 
angioplasty(SA)は小径のバルーン単独で血管形成を行う手技で、有効性も報告され
ているが、症候性ICADの中でも特に有効性の高いsubgroupは明らかでなく、バ
ルーン選択を含めた統一手技も確立していない。今回我々は、当院において2019年
4月から2020年6月にSAを行った脳梗塞発症のICADの4症例について、症選択症例
の特徴と周術期合併症の有無、長期成績、手技の妥当性について検討したので報告
する。平均年齢77.0才、男女比1:1、狭窄部位は前方循環3例、後方循環1例、治療前
平均狭窄率は70.5%であった。全例で術前からDAPTを導入し、全身麻酔管理下で
治療を行った。EPDは使用しなかった。１治療あたりのバルーン拡張回数は平均2.3
回、平均拡張圧7.1atm、正常血管径に対する拡張率（拡張後バルーン径の予測値）
は平均86.0%、拡張圧での平均加圧時間43.3sec、拡張圧に到達するまでの平均拡張
速度は23.8sec/atm、残存狭窄率は平均36.2%であった。急性再狭窄や血管解離など
手技に関する合併症、術後MRI-DWIでの異常高信号、mRSの悪化はいずれも来さ
なかった。また平均観察期間8.0か月において、死亡例や脳卒中の再発症例はなく、
再狭窄症例も認めなかった。当院におけるSAの結果はいずれも良好であったが、
その理由として、穿通枝領域の症例を避け、正常血管径より小径のバルーンを用い、
全身麻酔管理下で極めて時間をかけた拡張を複数回行ったことが一因であると思わ
れる。
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DP-40-4
症候性アテローム硬化性脳底動脈高度狭窄病変に対する経皮的脳血管
形成術
濱中　正嗣（はまなか まさし）1、永金　義成（ながかね よしなり）1、
山田　丈弘（やまだ たけひろ）1、岸谷　融（きしたに とおる）1、
藤並　潤（ふじなみ じゅん）1、沼　宗一郎（ぬま そういちろう）1、
福永　大幹（ふくなが だいき）1、村上　陳訓（むらかみ のぶくに）2、
村上　守（むらかみ まもる）2、岸田　健吾（きしだ けんご）2、
鎌田　一晃（かまた かずあき）2、丸山　大輔（まるやま だいすけ）3

1京都第二赤十字病院�脳神経内科、2京都第二赤十字病院�脳神経外科、
3京都府立医科大学�脳神経外科

【目的】アテローム動脈硬化による脳底動脈の高度狭窄病変(BAS)はひとたび脳梗塞
を発症すると抗血栓治療に抵抗して神経症状が増悪し転帰不良となることが多い．
一方，BASに対する経皮的脳血管形成術(IC-PTA)は重篤な合併症を生じるリスク
がある．本研究では，BASに起因したアテローム血栓性脳梗塞の特徴について後方
視的に調査した．【方法】2014年4月から2020年7月に発症7日以内に入院した脳梗塞
または一過性脳虚血発作連続2541例中，BAS(MRAで信号欠損)によるアテローム
血栓性脳梗塞7例(平均71歳，男性57%)を対象とし，特に脳梗塞部位と症状増悪
(NIHSS≧4)との関連に注目して検討した．【結果】入院後の症状増悪は4例(57%)に
認めた．脳梗塞部位は，橋に限局する例が4例(P群；平均77歳，男性50%)，橋より
遠位におよぶ例が3例(D群；68歳，67%)であった．両群間で背景因子として発症前
mRS中央値（P群0/D群0），発症前抗血栓治療(50%/67%)，発症から入院までの期
間(中央値2/3日)，入院時NIHSS中央値(3/5)には差はなかったが，入院後症状増悪
はP群1例のみに対してD群では全例に認めた．D群の2例に対して症状増悪時(第1
病日と第12病日)にIC-PTAが実施され，術直前NIHSSは28と34で，1例に術後脳出
血を認めた．3ヶ月後転帰はD群で有意に不良であった(mRS中央値5/1, P=0.005)．

【結論】BASに起因したアテローム血栓性脳梗塞において，橋以遠の梗塞巣を伴う
症例では抗血栓治療に抵抗して増悪する可能性が高く，増悪後のIC-PTAは転帰改
善効果が乏しい．橋以遠の梗塞巣を伴うBAS例では早期のIC-PTAを検討する必要
があるかもしれない．
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DP-40-3
頭蓋内内頚動脈狭窄症に対する血行再建が著効した進行性眼虚血症候
群の1例
吉川　陽文（よしかわ あきふみ）1、宇野　豪洋（うの たけひろ）1、
上出　智也（かみで ともや）1、見崎　孝一（みさき こういち）1、
中田　光俊（なかだ みつとし）1

1金沢大学脳神経外科

【背景】眼動脈近位の狭窄や閉塞病変で視機能異常をきたす眼虚血症候群を時に経
験するが、報告の多くは頚部内頚動脈狭窄症が原因である。今回、眼虚血症候群を
呈した海綿静脈洞部内頚動脈狭窄症に対して血行再建を行い、著明な視機能の改善
をえた1例を報告する。

【症例】76歳、男性。右麻痺と失語にて発症した左脳梗塞で入院。MRAにて左海綿
静脈洞部内頚動脈狭窄症を指摘された。脳血管撮影ではWASID法で85％の狭窄を
認めた。SPECTのSEE解析では左半球にStage2と盗血現象を認め、脳循環予備能
が低下していた。待機的に頭蓋内外吻合術を予定して一旦リハビリ転院したが、そ
の後転院先にて進行性の左眼視力低下が出現した。腕網膜循環時間の著明な延長

（50秒）を認めたため、再転院のうえ血管内治療による血行再建術を行った。脳血
管撮影では内頚動脈は亜閉塞状態で、左眼動脈は外頚動脈系より逆行性に描出され
ていた。PTAでの拡張が不十分であったため、Wingspanを留置して血流の改善を
えた。術後、左視機能の改善と、腕網膜循環時間の著明な改善（14秒）を認め、自
宅退院となった。

【考察】進行性の眼虚血症候群を呈する頭蓋内内頚動脈狭窄症に血行再建が有用で
あったが、血行再建後に眼圧上昇による視機能悪化の可能性があり、眼科医との綿
密な連携が必要である。
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DP-41-4
外傷性脳血管攣縮に血行再建を要した3症例
日高　岳（ひだか がく）1、伊藤　英道（いとう ひでみち）1、内田　将司（うちだ まさし）1、
川口　公悠樹（かわぐち きみゆき）1、田中　雄一郎（たなか ゆういちろう）1

1聖マリアンナ医科大学脳神経外科

【はじめに】外傷性脳血管攣縮の治療は標準化されておらず脳動脈瘤破裂後SAHに
準じた対応がなされることが多い。外傷性脳血管攣縮に血行再建術を要した症例を
報告する。攣縮の程度は正常径と比較し50%以下を重度、50～75%以下を中等度と
した。

【症例1】69歳男性、転落外傷で搬送された。来院時E4V4M6でFisher G3のSAHを
認めた。第9病日にMRAで右中大脳動脈に重度の攣縮を認めた。塩酸ファスジル動
注および血管形成術を行い中等度に改善した。第12病日にMRAで同部位に重度攣
縮を認めた。再度、動注し中等度に改善したが梗塞を生じ第52病日にmRS4で転院
した。【症例2】36歳男性、転落で受傷した。来院時E1V1M1で対光反射は消失して
いた。Fisher G3のSAH、両側前頭葉脳挫傷があり開頭減圧術を行った。第7病日の
CTAでびまん性に重度攣縮を認めた。動注と血管形成術を行い中等度に改善した。
第12病日にCTAで攣縮再発があり動注した。再度中等度へ拡張を得られたが両側
前大脳動脈域に梗塞を生じ第143病日にmRS4で転院した。【症例3】51歳男性の交通
外傷例、来院時E1V1M4でFisherG3のSAH、左前頭葉脳挫傷、DAIを認めた。第
15病日にCTAで両側中大脳動脈の重度攣縮に対して動注を行い中等度に拡張した。
第44病日ではmRS4である。

【考察】外傷性脳血管攣縮の発生頻度は5～47%で重症例に多い。受傷後5～10日の
発症が多く、原因はSAH、血管壁の機械的損傷、挫傷脳から放出される化学物質、
視床下部障害が挙げられる。攣縮の発生と継続期間の予測は困難であり、適時画像
評価を行うことが重要である。治療法は確立していないが通常のSAH後血管攣縮
に対する治療が奏功するので血行再建術を躊躇してはならない。
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DP-41-3
MarathonからEmbosphereによる塞栓が奏功した難治性慢性硬膜
下血腫の1例
井上　賢（いのうえ さとし）1、片山　正輝（かたやま まさてる）1、菅　貞郎（すが さだお）1

1東京歯科大学市川総合病院

【背景】再発を繰り返す慢性硬膜下血腫に対して，新生血管の栄養動脈である中硬
膜動脈の塞栓術が行われているが、その適応，有用性は明確になっていない。塞栓
物質としてNBCA、PVA、またはコイルが主に使用されている。今回我々は、マイ
ク ロ カ テ ー テ ル と し て Marathon を 用 い、 十 分 末 梢 ま で 到 達 さ せ、
Embosphere100-300μmを用い有効な塞栓を得たので報告する。

【症例】71歳男性。心房細動にてワーファリンを内服中。自宅階段で転倒し頭部打
撲した。１ヶ月半後、左脱力が出現し、頭部CTにて右慢性硬膜下血腫を認め、穿
頭血腫ドレナージ術を施行。術後１ヶ月で左脱力が出現。右慢性硬膜下血腫の再発
を認め、穿頭血腫ドレナージ術を施行。その18日後に左脱力が出現。CTにて再々
発を認め、穿頭ドレナージ術を施行。更にその3週間後に頭痛と左脱力が出現。再々々
発の所見。3回の手術で直せなかった難治性の慢性硬膜下血腫に対し、血管内治療
の方針とした。
局麻にて右大腿動脈穿刺、6Fr45cmシースを用いた。6FrEnvoyを右外形動脈に留
置。 撮 影 す る と MMA の 前 枝 と 後 枝 に 濃 染 像 あ り。 マ イ ク ロ カ テ は
Marathon1.5Fr/2.7Frを用いた。前枝と後枝にそれぞれEmbosphere100-300μmに
て塞栓した。撮影すると濃染像は消失した。
翌日頭部CTにて血腫は減少していることを確認。症状も改善。１ヶ月毎フォロー
し、２ヶ月後に血腫の消失を確認し、その後の再発も認めず。

【考察】十分に末梢まで塞栓物質を到達させることで、術翌日には血腫の減少を確
認できるほど著効した。dangerous anastomosisに注意を払いつつ、血腫皮膜に塞
栓物質が到達することが重要と考える。

10915

DP-41-2
外傷対側にできた中硬膜動静脈瘻が経時的に瘤を形成し治療を行った 
一例
清本　政（きよもと まさる）1、佐藤　栄志（さとう えいし）2、中内　淳（なかうち じゅん）1

1関東中央病院脳神経外科、2水戸ブレインハートセンター脳神経血管内治療科

【背景】頭部外傷を契機に起きる中硬膜動静脈瘻の頻度は約2%と報告されまれな疾
患である。経時的に自然治癒の報告もあるが、仮性動脈瘤を形成して頭蓋内出血を
起こす症例も報告されている。頭部外傷反対側にできた中硬膜動静脈瘻が経時的に
仮性動脈瘤を形成したため治療を行なった症例を経験したので考察を含め報告する。

【症例】47歳女性、既往疾患なし。飲酒後に自転車走行中、左 側からきた自転車と
接触し転倒した。左側頭部に2cmの裂創と皮下血腫を認め、当院へ救急搬 送となっ
た。頭部CTにて右外傷性くも膜下出血と右側頭葉脳挫傷を認め入院となった。翌
日より右眼の開眼障害を自覚し、MRI/Aにて右上眼静脈の拡張を認めた。脳血管
撮影では右中硬 膜動脈瘻を認め、海綿静脈洞を介して上眼静脈へ流出を認めた。保
存的加療を行なったところ、右眼の開眼障害は自然軽快し、1週間後のMRIでは右
上眼静脈の拡張も改善した。49日目に再度脳血管撮影で中硬膜動静脈瘻は消失して
いたが、中硬膜動脈瘤を認めた。仮性動脈瘤と判断し55日目にコ イルとNBCAを
用いて塞栓術を行い、術後は新たな神経症状は認めなかった。【考察】中硬膜動脈
は通常2本の静脈を随伴し、頭蓋骨内面(側頭骨のgrooves) の硬膜内を走行してい
る。そのため中硬膜動静脈瘻の多くは外傷や骨折と同側に発生すること が多い。本
症例は外傷対側に脳挫傷やくも膜下出血を認めていることから、contracoup injury
により外傷対側の中硬膜動脈損傷が起きたと考えられる。仮性動脈瘤は破裂率が高
く、頭蓋内出血を起 こした報告が散見される。外傷性中硬膜動静脈瘻は定期的な経
過観察と仮性動脈瘤に対する塞 栓術が必要と考える。

10562

DP-41-1
再発慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術を施行した当院治療成
績
鈴木　崇宏（すずき たかひろ）1、太田　圭祐（おおた けいすけ）1、
平賀　孝太（ひらが こうた）1、川口　知己（かわぐち ともみ）1、
片岡　弘匡（かたおか ひろただ）1、加野　貴久（かの たかひさ）1

1安城更生病院

【背景】慢性硬膜下血腫の中にはburr-hole drainageだけでは再発を繰り返すものが
あり，日常診療でもしばしば遭遇する．抗凝固剤内服例など再発高リスクの難治性
慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術は比較的低侵襲で再発抑制効果の有効性
が報告されており，当院でも積極的に施行している．当院における治療成績を文献
的考察を加えて報告する．

【結果】我々は2019年5月から2020年6月の約1年間において10例の再発慢性硬膜下血
腫に対して中硬膜動脈塞栓術を施行した．症例は20歳以上で慢性硬膜下血腫に対し
ての穿頭血種除去術治療後から5か月以内に再発した症例に対し再度穿頭血種除去
術を先行し，術翌日に再発予防目的として中硬膜動脈塞栓術を施行した．手技とし
ては中大脳動脈前枝・後枝を同定しマイクロカテーテルを誘導しコイルとn-butyl 
cyanoacrylate（NBCA）で塞栓した．平均年齢は83.9歳，平均再発期間は36.2日，平
均追跡期間は152日で，中硬膜動脈塞栓術後の合併症症例や再発症例は認められな
かった．

【考察】再発慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術を施行することで当院での
再発抑制効果は良好な成績を収めており，中硬膜動脈塞栓術の有効性は高いと考え
られる．本報告での症例は少ないが，若干の文献を含めて中硬膜動脈塞栓術の有効
性について考察する．
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DP-41-8
骨折を伴わない外傷性中硬膜動静脈瘻の一例
茶谷　めぐみ（ちゃたに めぐみ）1、木村　新（きむら はじめ）1、
白石　祐基（しらいし ゆうき）1、宮座　静香（みやざ しずか）1、
藤本　京利（ふじもと たかとし）1

1市立東大阪医療センター脳神経外科

はじめに：中硬膜動脈（MMA）の外傷性硬膜動静脈瘻は比較的稀であり、動静脈
瘻を形成する際にはその近傍に骨折を伴う例がほとんどである。今回明らかな骨折
や頭蓋内病変を認めなかったが、M R Iで中硬膜動脈に外傷性硬膜動静脈瘻を認め
た一例を経験したので報告する。症例：21歳男性、歩行中の交通外傷のため他院に
救急搬送された。一過性健忘、鼻骨骨折認めたが、頭蓋内には明らかな病変は認め
ず、翌日退院となった。外来フォロー目的に当院紹介、第12病日当院受診された。
臥位で増悪する頭痛を認めており、頭蓋内圧亢進疑われ、MRI施行すると中硬膜動
脈を流入動脈とする硬膜動静脈瘻が疑われ、精査・加療目的に入院とした。脳血管
造影検査ではMMAからdiploic veinへdrainageされるAVFを認め、diploic veinに
は静脈瘤も認めた。頭蓋内圧亢進症状あり、血管内治療でシャント部の閉塞を行っ
た。術後頭痛は消失、合併症なく自宅退院した。結語：中硬膜動脈の外傷性硬膜動
静脈瘻は骨折を伴うことが多く、骨折を伴わなくとも脳挫傷等頭蓋内病変を伴うこ
とがほとんどである。本症例のように受傷時の頭蓋内病変なくても、遅発性に外傷
性血管病変を生じることがあり、頭痛の遷延等症状継続あれば血管病変の検索が必
要である。

10412

DP-41-7
交通外傷による多発外傷性動静脈瘻に対して根治的塞栓術を施行した
１例
島田　志行（しまだ しこう）1、須山　武裕（すやま たけひろ）1、
山村　奈津美（やまむら なつみ）1、岩瀬　正顕（いわせ まさあき）1

1関西医科大学総合医療センター脳神経外科

【はじめに】外傷性の動静脈瘻に対して、受傷同日に血管内治療による塞栓術を施
行した1例を経験したので報告する。

【症例】81歳、男性。ゴミ収集車の作業員で、作業中に車と建物の間に頭部を挟ま
れて受傷。鼻出血・耳出血などの顔面外傷にて、救急搬送された。頭部CTにて頭
蓋骨および顔面骨の多発骨折を認め、また気脳症が目立った。鼻出血精査の血管撮
影にて内頸動脈海綿静脈洞瘻（Barrow Type A)および中硬膜動静脈瘻を認めた。
病状進行・悪化の可能性が危惧され、受傷同日に緊急で血管内治療を施行し、内頸
動脈海綿静脈瘻にはコイルによる経静脈的塞栓術を、中硬膜動静脈瘻にはNBCAを
用いて根治的塞栓を得た。治療のよる合併症は特になかった。髄液鼻漏は保存的治
療で改善した。GCS E4V4M6、mRS 3の状態で、リハビリ目的で転院となった。

【考察】外傷性頚動脈海綿静脈洞瘻は、自然治癒することが少なく、未治療で放置
した場合、脳内出血、くも膜下出血、鼻出血、耳出血が3-10%にみられ、特に副鼻
腔内出血により3%が死亡し、視神経萎縮などにより30%が失明するとされる。ま
た緊急での治療を要した報告も散見される。今回頭部外傷の受傷当日に外傷性の動
静脈瘻を診断して根治的塞栓術を施行した症例を経験し、安全性及び有効性が示唆
されたため報告する。

10356

DP-41-6
頭蓋骨骨折の反対側に中硬膜動静脈瘻を生じ塞栓術で治療した一例
渡邊　陽祐（わたなべ ようすけ）1、武智　昭彦（たけち あきひこ）1、
梶原　佳則（かじわら よしのり）1、三好　浩之（みよし ひろゆき）1

1松山赤十字病院脳神経外科

目的：外傷性中硬膜動静脈瘻は比較的稀な疾患であり、多くは頭蓋骨骨折に伴い直
下の中硬膜動脈（MMA）が損傷されて生じる。しかし頭蓋骨骨折と関連しない中
硬膜動静脈瘻（MMA-AVF）の報告は非常に稀で、頭蓋骨骨折に伴う症例とは発症
機転が異なると考えられる。今回我々は頭蓋骨骨折と反対側に生じたMMA-AVF
を塞栓術で治療した一症例を経験したので、文献的考察を加え報告する。症例：症
例は34歳男性。自転車で走行中に歩行者と衝突、右側頭部を打撲し当院救急受診し
た。来院時の意識レベルはJCS1で、頭部CTで右頭蓋底から右側頭部、頬骨弓に至
る骨折、その直下の急性硬膜下血腫及び左側頭葉に脳挫傷、左側頭部に外傷性くも
膜下出血を認めたため、保存的に加療した。出血の増大なく良好に経過し、受傷後
13日目に意識清明、神経学的異常所見無く、独歩退院した。退院後より左側の耳鳴
を自覚し、受傷後31日目に外来を受診した。MRにてMMAにAVFを疑う病変を認
め、脳血管撮影にて左MMAのhorizontal seg.に中硬膜静脈を経て、上矢状静脈洞
に流入するMMA-AVFを認めた。受傷後52日目にMMA-AVFに対し、経動脈的塞
栓術を行った。MMAからhorizontal seg.のAV shunt部（瘻孔）を通過し、遠位静
脈から瘻孔を経て、中硬膜動脈中枢側までコイル塞栓した。耳鳴は消失し、その後
の経過も良好である。

10470

DP-41-5
テント部硬膜動静脈瘻の治療時に生じた中硬膜動静脈瘻の1例
田代　典章（たしろ のりあき）1、川野　弘人（かわの ひろと）1、
平岡　史大（ひらおか ふみひろ）1、福田　修志（ふくだ しゅうじ）1、
濱　義明（はま よしあき）1、桑島　琢允（くわじま たくと）1、
吉田　真一郎（よしだ しんいちろう）1、濱口　周子（はまぐち しゅうこ）1、
矢野　茂敏（やの しげとし）1、相川　博（あいかわ ひろし）1、呉　義徳（ごう よしのり）2、
風川　清（かぜかわ きよし）1

1福岡脳神経外科病院、2ごう脳神経外科クリニック

目的：Onyx使用時にマイクロカテーテルが抜去困難となることがあるがその際に
中間カテーテルによる合併症の報告は少ない。今回, 中間カテーテルによる血管損
傷によって中硬膜動静脈瘻を起こした1例を経験したため報告する。症例：46歳女
性。左内頚動脈瘤に対しステント支援下コイル塞栓術を施行した際に偶発的にテン
ト部の硬膜動静脈瘻を診断した。流入血管は中硬膜動脈(MMA), 後頭動脈, 後耳介
動脈であった。静脈洞を介さず皮質静脈に逆流しCognard分類3であった。NBCA
による経動脈的塞栓術(TAE)を施行したがフォローアップの血管撮影で再発してい
た。 そ の た め Onyx に よ る TAE を 施 行 し た。Defrictor を 用 い MMA の
petrosquamous branch より注入した。Defrictor回収しようとしたが回収できなく
中間カテーテルがMMAのtemporal segmentまで上がったところで回収すること
ができた。術後、左の拍動性耳鳴りを自覚するようになった。頭部MRIのTime of 
Flight(TOF)では左MMA周囲に不整な信号変化を認めた．MMAの動脈解離及び
新たなシャントが出現した可能性あり, 脳血管撮影により精査し耳鳴り症状の改善
のため治療する方針となった。外頚動脈造影を行うと, 棘孔より遠位のMMAでは
動脈相でMMAの周囲にmiddle meningeal vein(MMV)が描出された。液体塞栓物
質は脳神経麻痺のリスクあるためコイルによりMMAを塞栓しMMVの描出がない
ことを確認し終了とした。術後, 左の耳鳴りは消失しその他合併症も認めなかった。
考察：マイクロカテーテルの回収が困難となる際にはマイクロカテーテルの位置を
注視しており中間カテーテルを見ていないことも多い。中間カテーテルの位置を確
認しながらコントロールすることも重要である。
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DP-41-12
頚椎外傷に伴った椎骨動脈損傷に対する血管内治療適応の検討
松永　恭輔（まつなが きょうすけ）1、大橋　智生（おおはし ともお）2、
青柳　滋（あおやぎ しげる）3、奥村　栄太郎（おくむら えいたろう）4、
岡田　博史（おかだ ひろふみ）1、神保　洋之（じんぼ ひろゆき）1

1東京医科大学八王子医療センター、2鹿嶋ハートクリニック、
3東京医科大学茨城医療センター、4東京医科大学病院

【はじめに】鈍的頸椎損傷に合併する椎骨動脈損傷（VAI）は、重篤な脳梗塞を合
併する事があり迅速かつ的確な診断と治療が必要である。椎骨動脈（VA）の再灌
流による遠位塞栓を予防するため椎骨動脈塞栓術を行うことがある。VAIにおける
血管内治療の適応を検討する。

【対象と方法】鈍的頸椎外傷によるVAIに対して、3例は椎骨動脈塞栓術を行い、1
例は外固定のみで保存的治療を行いながら抗血小板剤にて経過観察し、これらの症
例を比較検討した。

【結果】整復前に椎骨動脈塞栓術を行った症例はいずれも合併症および脳梗塞の進
行を認めなかった。頸椎外傷に対し保存的加療を行った症例は発症後1日で部分再
灌流、3日で完全に再灌流し、小脳半球に散在する微小な脳梗塞を認めたが無症候
性であり抗血小板剤を2剤に追加をした。その後も再灌流の状態は続いたが、脳梗
塞の進行を認めなかった。

【考察・結論】外傷性椎骨動脈損傷は、CTAないしMRAでの診断を基に、Denver 
grading scaleによる画像診断上の分類を行う事が推奨される。grade II, IVに相当
するVAIは、経時的に再灌流することがあり、遠位塞栓が致命的になる報告もある
ため、椎骨動脈損傷の診断時において画像上のVAの解剖を評価した上で、椎骨動
脈塞栓術の適応を検討する。片側のVAIは、健側のVA血流による病側のVAから
後下小脳動脈への血流が担保される場合、母血管閉塞に耐容し得るので、椎骨動脈
塞栓術は積極的に考慮すべき。
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DP-41-11
医原性椎骨動脈内頚静脈瘻の治療経験
佐瀬　泰玄（させ たいげん）1、小野寺　英孝（おのでら ひでたか）1、
梶　友紘（かじ ともひろ）1、中村　歩希（なかむら ほまれ）1、
榊原　陽太郎（さかきばら ようたろう）1、田中　雄一郎（たなか ゆういちろう）2

1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科、
2聖マリアンナ医科大学脳神経外科

【緒言】中心静脈カテーテル（CVC）留置の合併症は数％程度とされ、中でも動脈
誤穿刺が多いが椎骨動脈穿刺は稀である。今回は、医原性椎骨動脈内頚静脈瘻（VA-
IJVF）に対して、血管内治療を行なった症例を経験したので報告する。

【症例】76歳女性。階段からの転落外傷で救急搬送された。精査の結果、外傷性く
も膜下出血、腹部大動脈損傷、肺挫傷、多発肋骨骨折、脊椎骨折、上腕骨骨折と診
断された。同日、大動脈損傷に対して、人工血管置換術が施行された。管理目的に
右頚静脈穿刺でCVC留置をされるも、右内頚静脈を貫通して右椎骨動脈にCVCが
留置されていることが判明しコンサルトを受けた。原病の管理で鎮静、挿管状態で
あり、誤挿入による症状は不明であった。2日後にCVCの抜去および塞栓術を計画
した。

【手術手技】全身麻酔、右上腕アプローチで開始した。まず、対側の椎骨動脈撮影
で、病側の椎骨動脈への逆行性描出を確認し、病側の母血管閉塞を行うこととした。
右椎骨動脈近位に7Fr. OPTIMOを留置し、Transform SC(4×7)を遠位右椎骨動脈
に誘導した。近位および遠位バルーン拡張で血流を遮断し、遠位よりコイル塞栓を
開始し、近位に詰め戻った。途中にCVC抜去し明らかなVA-IJVFが指摘された。
瘻孔部は瘻孔内にも一部コイルを脱出した状態で塞栓した。母血管閉塞でVA-IJVF
の消失を確認し終了した。

【考察・結語】VA-IJVFや椎骨動静脈瘻が時に医原性にみられる。母動脈閉塞の可
否や、瘻孔の高位や形態、シャント量などから治療法が検討され、外科的、血管内
治療ともに考慮される。今回は母動脈塞栓が可能であったので選択し治療できた。

10232

DP-41-10
穿頭術を追加せず中硬膜動脈塞栓術で改善した再発性慢性硬膜下血腫

（症例報告）
石塚　智明（いしづか ともあき）1、遠藤　英樹（えんどう ひでき）1、
村橋　威夫（むらはし たけお）1,2、松田　萌（まつだ めぐみ）1、
野村　亮太（のむら りょうた）1、森　大輔（もり だいすけ）1、荒　清治（あら せいじ）1、
伊東　民雄（いとう たみお）1、鷲見　佳泰（すみ よしひろ）1、岡　亨治（おか こうじ）1、
中村　博彦（なかむら ひろひこ）3

1中村記念南病院脳神経外科、2滝川脳神経外科病院脳神経外科、
3中村記念病院脳神経外科

【はじめに】慢性硬膜下血腫は日常診療でよく遭遇する疾患であり、その標準治療
は穿頭術（慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術）である。再発例に対しても穿頭術が一般的
な治療方法であるが、近年、中硬膜動脈塞栓術の有用性が報告されている。今回、
われわれは再発性慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術を施行し、穿頭術を追
加せずに改善を得た一例を経験したので報告する。

【症例報告】70歳代男性。脚立から転落し、頭部を受傷した。約3週間後、両下肢不
全麻痺，歩行障害が出現したため、当院外来を受診した。両側慢性硬膜下血腫と診
断し、両側穿頭術を施行した。術後、症状は改善し、独歩退院した。初回手術から
約10日後、右片麻痺が出現した。歩行不能となり、当院外来を受診した。両側慢性
硬膜下血腫再発と診断し、症候側（左側）の再手術（穿頭術）を施行した。左側の
血腫をドレナージすると右側の血腫が増加してきたため、右中硬膜動脈塞栓術を施
行した。術前撮影を行い、対側（左側）からの血流がないことを確認した。右外頚
動脈撮影で右中硬膜動脈から異常血管網を認めた。Marathonで右中硬膜動脈前枝
を選択し、20% n-butyl-2-cyanoacrylate (NBCA)で塞栓した。血腫は徐々に減少し、
改善した。

【結語】再発性慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術が有用であった一例を報
告した。慢性硬膜下血腫再発に対しては再手術（穿頭術）が標準治療であるが、中
硬膜動脈塞栓術でも改善することがある。

10282

DP-41-9
外傷性くも膜下出血の加療中に前大脳動脈抹消に仮性動脈瘤が出現し
治療した一例
原　秀（はら しげる）1、森嶌　孝文（もりしま たかふみ）1、
米澤　慎悟（よねざわ しんご）1、野中　裕康（のなか ゆうこう）1、
深澤　誠司（ふかざわ せいじ）1

1地方独立行政法人静岡市立静岡病院

今回、外傷性くも膜下出血の治療中、前大脳動脈遠位部非分岐部に遅発性に仮性脳
動脈瘤の出現を認め、治療を行った症例を経験したため報告する。症例は77歳男性　
友人と飲酒に出かけた後に路上で倒れていたところを発見され当院に救急搬送され
た。前頭部に打撲痕を認めた。頭部CTにてびまん性くも膜下出血を認めたが、同
日施行した3DCTangioでは明らかな明らかな出血源を認めず、翌日に脳血管撮影を
行うも出血の原因となるような異常を認めなかったため、外傷性くも膜下出血と診
断した。第3病日に水頭症の進行による意識障害をきたしたため、持続脳室ドレナー
ジを開始し、意識回復した。第15病日に脳血管撮影を再検査したところ、Pericallosal 
arteryの非分岐部に動脈瘤を認め、外傷に伴う仮性動脈瘤と診断した。この際、動
脈瘤周囲の血管に血管攣縮を認めたため、第21病日に3DCTangioを行い、脳血管攣
縮が軽快したことを確認し、翌第22病日に母血管塞栓術を施行した。術翌日から転
院までの間に行ったCTやMRIで塞栓術による脳梗塞の出現を認めず、神経学的な
悪化を認めなかった。第31病日にVPシャント術を施行した。第39病日に脳血管撮
影を行い、動脈瘤の消失と逆行性にPericallosal arteryが描出されていることを確
認した。リハビリでは介助で歩行訓練を行い、mRS:3にてリハビリ病院へ転院した。
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DP-42-4
後食道異所性左腕頭動脈およびKommerell憩室を伴う右側大動脈弓
に合併した左内頚動脈無形成の一例
設楽　智史（したら さとし）1

1医療法人社団昴会湖東記念病院脳神経外科

【はじめに】
大動脈弓からの分岐主要血管には様々な変異・破格が知られている．中でも左鎖骨
下動脈起始異常および右側大動脈弓の報告は多いものの0.05%以下と言われ，後食
道異所性左腕頭動脈およびKommerell憩室を伴う右側大動脈弓と言われる血管奇形
はさらに報告が少なく，我々の文献渉猟では20例に満たない．今回，上記血管奇形
に左内頚動脈無形成を合併した症例を経験したので報告する．

【症例】
35歳女性．中学生時に一過性の左黒内障を自覚し，近医眼科で精査されMRIで左内
頚動脈の欠損を指摘され脳神経外科受診を勧められたが，その後症状の再燃がな
かったため放置していた．今回，授乳中にふらつくような感覚を自覚し，当科受診．
3DCTAで評価したところ，既知の左内頚動脈無形成とともに後食道左腕頭動脈お
よびKommerell憩室を伴った右側大動脈弓が発見された．授乳中でもありRI検査
には72時間の授乳中断を要するため行わず，症状も授乳中のみであったため，保存
的に経過観察を継続している．

【結語】
後食道異所性左腕頭動脈では呼吸器症状や嚥下障害を引き起こし，小児・幼児期に
開胸手術が必要なことが多いが，今回の症例では呼吸器症状はまったくなく，ふら
つきのみであった．しかし内頚動脈無形成の場合には頭蓋内動脈瘤の発生頻度が通
常より数倍高くなることが報告されており，今後注意深い経過観察が必要と考えて
いる．

11019

DP-42-3
ガレン大静脈瘤に対する血管内治療の初期治療経験
津田　恭治（つだ きょうじ）1、鶴田　和太郎（つるた わたろう）2、
松丸　祐司（まつまる ゆうじ）3、井原　哲（いはら さとし）1

1東京都立小児総合医療センター�脳神経外科、
2国家公務員共済組合連合会�虎の門病院�脳神経血管内治療科、
3筑波大学附属病院�脳卒中科

【はじめに】ガレン大静脈瘤（VGAM）は新生児・乳児期に発症する動静脈シャン
ト疾患である。本邦での5歳以下年間診断率0.0517人/10万人と報告されており、頻
度の少ない疾患であるため、一人の術者が経験する機会は非常に限られる。今回
我々はVGAMの新生児例に対して血管内治療を行い良好な経過を得られたので、そ
の経験を報告する。【症例】日齢0の男児。妊娠経過異常なし、在胎40週0日、体重
2742g。出生後に呼吸困難を認め、先天性心疾患が疑われ前医NICUへ搬送された。
超音波検査でVGAMおよび高拍出性心不全と診断され、日齢1に治療目的に当院へ
転院となった。当院入院時neonatal evaluation score (NES)10点であり、同日緊急
で経動脈的塞栓術（TAE）を行う方針とした。大腿動脈経由で実施した。椎骨動脈
造影で両側の後脈絡叢動脈・四丘体動脈を主要な流入血管として長径約2cmの異常
拡張した前脳正中静脈との間に動静脈短絡を形成し、遺残鎌静脈から上矢状静脈洞
へ流出する所見を認めた。高濃度nbutyl 2-cyanoacrylate(NBCA)で5回塞栓した時
点で短絡流量が減少し、心不全症状が改善したため治療を終了した。治療後NES21
点となり退院した。治療後2か月毎の頭部MRIを評価し病変の縮小傾向を認めた。
生後5か月時に残存病変に対して2回目のTAEを行った。NBCAで6回塞栓を行い、
短絡血流の描出がほぼ消失したので治療を終了した。術後5か月のMRIで短絡血流
の消失を認めており、成長・発達ともに良好である。【考察・結論】初回治療の目
標、治療後フォロー、治療介入時期などに注意を払いながら良好な経過が得られた
1例を報告した。症例を蓄積し困難な症例にも対応できるように体制を構築してい
く必要がある。
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DP-42-2
Cowden病に多発硬膜動静脈瘻を合併した一例
宮田　圭（みやた けい）1、金　相年（きん そうねん）1、秋山　幸功（あきやま ゆきのり）1、
栗原　伴佳（くりばら ともか）1、三國　信啓（みくに のぶひろ）1

1札幌医科大学�脳神経外科学講座

【背景】：PTEN（phosphatase and tensine homolog deleted on chromosome ten） 
遺伝子の変異であるCowden症候群は全身の血管奇形の合併することが知られてい
る. 2007年のWan WHらのPTEN変異26例のレビューでは血管奇形は四肢，骨盤
腔，paraspinalに多く、脳病変ではDVA(developmental venous anomaly) が効率に
認められるとされる. 今回我々は頭蓋内多発硬膜動静脈瘻を合併したCowden病の
一例を報告する. 【症例】：55歳の男性。主訴は左眼球充血,眼球突出と複視。38歳時
に小脳過誤腫とrt.poraspinal AVFを指摘されPTEN mutationによるCowden病と
確定診断されていた. 血管撮影ではlt.indirect CCF、lt.ACC,rt.ugular valve、sinus 
confluence、そしてlt.poraspinal にhigh flow-AVFを認めた. さらに左後頭葉にDVA
を合併した. 上記症状出現から1年後に水頭症の増悪とDVAからの脳内出血をきた
し開頭血腫除去術を施行した。さらに多発シャント病変に対して段階的TVEを施
行し経過観察中である。【結論】：本例は硬膜動静脈瘻とparaspinal AVFに巨頭症，
皮膚粘膜病変，消化管過誤腫，甲状腺病変を合併していた。PTENの報告では若年
例の報告は多いが、本症例のように長期的には頭蓋内AVFが進行多発することに
留意し、コンサルテーションや適切なスクリーニングが必要である.

10844

DP-42-1
脳動静脈瘻の塞栓術後に発生した硬膜動静脈瘻の検討
石黒　友也（いしぐろ ともや）1、小宮山　雅樹（こみやま まさき）1、
馬場　良子（うまば りょうこ）1、寺田　愛子（てらだ あいこ）1

1大阪市立総合医療センター�脳血管内治療科

【目的】脳動静脈瘻の塞栓術後に発生した硬膜動静脈瘻について検討する．【対象】
2003年8月から2020年7月の間に塞栓術を行った脳動静脈瘻の26例のうち，治療後ま
たは治療経過中に新たに硬膜動静脈瘻が発生した3症例を対象とした．【結果】性別
は男性1例，女性2例で，脳動静脈瘻はsingle feeder-single shunt typeの2例はいず
れも完全閉塞が得られており，multiple feeders-multiple shunts typeの1例はごく
わずかに動静脈シャントが残存している．硬膜動静脈瘻の発生時の年齢は3歳，10
歳, 41歳時で，脳動静脈瘻の完全閉塞が得られている2例は最終塞栓術から8ヵ月後
のMR検査および最終塞栓術から4ヵ月後に合併する他の脳動脈奇形に対する定位
放射線治療の際の血管撮影で指摘しており，残りの1例は脳動静脈瘻に対する3回目
の塞栓術の際に指摘した．いずれも硬膜動静脈瘻による症状は認めなかった．2例
は脳動静脈瘻の流出静脈に硬膜動脈が流入しており，残りの1例は脳動静脈瘻の治
療経過で静脈洞血栓症を来した横静脈洞に硬膜動静脈瘻が発生し，皮質静脈への逆
流を認めた．治療は1例で経動脈的塞栓術と経静脈的塞栓術を，1例で定位放射線治
療を行った．静脈洞血栓症後に発生したもの閉塞した横静脈洞に対してバルーンに
よる静脈洞形成術を行い，動静脈シャントは残存しているが皮質逆流の消失が得ら
れている．いずれも治療による合併症はなく，塞栓術を行った症例は術7ヵ月後の
血管撮影で，定位放射線療法を行った症例は術4年後の血管撮影で硬膜動静脈瘻の
完全閉塞を確認している．【結語】脳動静脈瘻の塞栓術後には硬膜動静脈瘻が発生
することがあり，それを念頭にいれて経過観察を行わなくてはならない．



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 107

10749

DP-42-8
小脳梗塞を合併した頭蓋頸椎移行部腫
岩瀬　正顕（いわせ まさあき）1、淺井　昭雄（あさい あきお）2、
須山　武弘（すやま たけひろ）1、山村　奈津美（やまむら なつみ）1

1関西医科大学総合医療センター�脳神経外科、2関西医科大学�脳神経外科学講座

【目的】小脳梗塞、椎骨動脈閉塞を合併した頭蓋頸椎移行部腫瘍に対し神経血管内
治療と頭蓋頚椎固定術を施行した症例を経験したので考察を加え報告する。

【症例】60歳代女性、下位脳神経障害による発声障害・嚥下障害で頭蓋頸椎移行部
腫瘍が疑われ前医および複数診療科で外来検査となった。外来通院中に症状進行し
救命救急センターへ搬送された。右乳癌治療既往歴がある。2020年2月某日、入院
後に意識障害を生じ、MRIで急速な右椎骨動脈狭窄と小脳梗塞を診断し脳血管撮影
で右椎骨動脈閉塞を認めたことから、腫瘍進行による右椎骨動脈閉塞・右小脳塞栓
症と診断した。遠位塞栓再発回避の目的に神経血管内治療・右椎骨動脈塞栓を行っ
た。気管切開・全身管理のもと、環椎軸椎亜脱臼に対して一時的に非観血整復固定、
二期的に頭蓋頸椎後方固定術を施行した。術後状態良好で、リハビリテーションを
目的に転院した。

【考察】頭蓋頸椎移行部腫瘍により椎骨動脈圧迫・閉塞をきたすものとして、神経
鞘腫、転移性腫瘍、傍神経節種などが報告されており、血管閉塞をきたす病態は、
腫瘍浸潤、病的骨折、放射線照射といわれる。本例では、短期間のMRAで右椎骨
動脈閉塞を生じており、複合的病態で閉塞を生じたものと考えられた。

【結語】1. 小脳梗塞、椎骨動脈閉塞をきたした頭蓋頸椎移行部腫瘍の症例を経験し
た。2. 神経血管内治療、頸椎固定とで一定の機能延長効果が得られたと考えられた。

10668

DP-42-7
眼窩内腫瘍・血管奇形に対する塞栓術5例の経験
末永　潤（すえなが じゅん）1、清水　信行（しみず のぶゆき）1、岡　千紘（おか ちひろ）1、
鴨川　美咲（かもがわ みさき）1、長嶋　薫（ながしま かおる）1、
大垣　福太朗（おおがき ふくたろう）1、長尾　景充（ながお かげみち）1、
鈴木　良介（すずき りょうすけ）1、三宅　勇平（みやけ ようへい）1、
池谷　直樹（いけがや なおき）1、佐藤　充（さとう みつる）1、
山本　哲哉（やまもと てつや）1

1横浜市立大学附属病院脳神経外科

【背景】眼窩内には腫瘍、血管奇形など多様な病変が発生する。当院では視神経下
内側面の海綿状血管腫など網膜中心動脈損傷のリスクがある場合、術前脳血管撮影
の3D回転断層像で眼動脈走行を確認している。また流入血管に富む腫瘍には術前
塞栓術を行っており、今回自験例を元に報告する。【対象】当院で2016年から摘出
術を施行した眼窩内病変44例のうち、術前塞栓術を行った血管周皮腫2例、眼窩蝶
形骨縁髄膜腫2例、眼窩内動静脈奇形1例、の5例（11%）【結果】血管周皮腫および
髄膜腫は中硬膜動脈の前枝、副硬膜動脈、正円孔動脈、眼窩下動脈、深側頭動脈な
どから腫瘍陰影を認め、provocation testを行ってからNBCA（10-20%）および
particle（100-300μm径）、coilの組み合わせで塞栓術を施行、50-70%の血流減少が
得られた。眼窩内動静脈奇形は、眼動脈3rd portionから上眼静脈、顔面静脈への
high flow shuntを認めた。全身麻酔下にcoilで網膜中心動脈への逆流を抑制しつつ
50%NBCAで塞栓術施行し怒張静脈は縮小。以後減圧のため摘出術施行し視力温存
しえた。塞栓術に関連する合併症は皆無であった。【考察】JR-NET3で頭蓋内の髄
膜腫、血管周皮腫など血流豊富な腫瘍の塞栓術は報告されるが、眼窩に限った報告
はない。当院では眼窩内の髄膜腫、血管周皮腫、血管奇形を疑う場合、脳血管撮影
を行い適当なfeederがある時に術前塞栓を施行している。顎動脈本幹に留置した
Tacticsは良好な支持性を有し、DeFlictorなどによる末梢分枝への安全な誘導に寄
与した。【結語】眼窩内腫瘍・血管奇形は頻度も少なく、症例経験が稀であるが安
全に行えれば摘出時に有用な止血や内減圧が行え、機能予後にも良好であった。

10096

DP-42-6
当院における頚動脈小体腫瘍に対する術前塞栓術
栗原　伴佳（くりばら ともよし）1、宮田　圭（みやた けい）1、金　相年（きん そうねん）1、
三上　毅（みかみ たけし）1、小松　克也（こまつ かつや）1、
木村　友亮（きむら ゆうすけ）1、飯星　智史（いいほし さとし）2、
鰐渕　昌彦（わにぶち まさひこ）3、秋山　幸功（あきやま ゆきのり）1、
三國　信啓（みくに のぶひろ）1

1札幌医科大学医学部脳神経外科、
2埼玉医科大学国際医療センター救命救急センター脳血管内治療科、
3大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

【背景】頚動脈小体腫瘍は、化学受容体である頚動脈小体から発生する傍神経節腫
である。根治治療は外科的切除であるが、血流豊富であることに加えて下位脳神経
障害などのリスクを伴う。術中出血を抑える手段として術前の栄養血管塞栓術が報
告されている。自験例の臨床所見、治療経過を検討したので報告する。【対象・方
法】2012年1月から2020年4月の間の7例を対象とした。男性 2 例、女性 5 例、年齢
中央値 (四分位範囲)は 65 (40-69) 歳であった。主訴は頚部腫瘤が5例、呼吸困難感
が1例、拍動性耳鳴、嗄声が1例であり、神経学的所見としては、8、9、10、12神経
麻痺が1例、9神経麻痺が1例であった。右側4例、左側3例、腫瘍最大径は46.5（43.1-
58.0）mmであった。【結果】塞栓物質は、コイル単独が3例、液体塞栓物質単独が1
例、コイルと液体塞栓物質の併用が3例、コイルと固形塞栓物質の併用が1例であっ
た。主な塞栓の対象血管は上行咽頭動脈、上行頚動脈、上・下甲状腺動脈、後頭動
脈、後耳介動脈本幹及びその分枝であった。液体塞栓物質を用いた1例で咳嗽が出
現したが、6例では明らかな合併症なく手技を施行し得た。その後、1例を除く6例
で摘出術を施行した。4例で全摘、2例で亜全摘、術中出血量は75 (24-1010) mlであっ
た。術後合併症としては、1例で嗄声、嚥下障害、1例で舌偏移が認められた。治療
後の経過は、観察期間51 (30-65) ヵ月で1例にわずかに残存腫瘍増大が認められたが、
6例では明らかな増大及び再発を認めなかった。【結論】頚動脈小体腫瘍に対する術
前の栄養血管塞栓術は安全に施行可能であり、手術アプローチを容易とした。安全
な治療には技術のみならず、解剖学的知識が重要と考える。

10409

DP-42-5
頭頸部領域腫瘍に対する腫瘍塞栓術におけるprovocation testを用
いた合併症回避の工夫
鈴木　良介（すずき りょうすけ）1、清水　信行（しみず のぶゆき）1、
岡　千紘（おか ちひろ）1、大垣　福太郎（おおがき ふくたろう）1、
長尾　景充（ながお かげみち）1、末永　潤（すえなが じゅん）1、
山本　哲哉（やまもと てつや）1

1横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

【背景】頭頸部腫瘍に対する術前塞栓術の有効性が報告されている．主な塞栓対象
となる外頸動脈分枝は内外頸系動脈との間に豊富な吻合を持ち，また神経への栄養
枝も有するため，塞栓物質の迷入には注意が必要である．当院では神経障害を回避
すべくprovocation test (PT) を併用して塞栓戦略を立てており，今回自験例からそ
の安全性および有用性を検討する． 

【対象・方法】2016年4月から2020年6月に自施設で施行した腫瘍塞栓術のうち，顔
面・鼻副鼻腔・咽頭喉頭に首座を置く頭頸部腫瘍を対象とした手術について後方視
的に検討した．全例局所麻酔下で手技を行い，各塞栓手技前には選択的動脈撮影で
dangerous anastomosisが描出されないことを確認し，潜在的な吻合が想定される
際にはPTを追加した．1) 両者共に陰性の場合は液体または粒状塞栓物質で腫瘍内
塞栓を行い，2) いずれかが陽性の場合は原則feeder閉塞に留めた．ただし．3) 陽性
でも不可逆的な神経症状を術前から有する例や摘出時の損傷が想定される例では，
塞栓方法を術者と協議して決定した． 

【結果】期間中の腫瘍塞栓術全85手術 (79病変) のうち対象は13手術 (12病変) であり，
塞栓手技は計23回施行した．病理診断は髄膜腫3病変，副鼻腔癌2病変，血管線維腫
3病変，嗅神経芽細胞腫・肉芽腫・DLBCL・アミロイドーシス・間葉系腫瘍が各々
1病変であった．PTを併用した11回のうち3/11回で一過性神経症状 (嗄声1回，知覚
鈍麻2回) が見られた．2病変で術中輸血を要したが，いずれもPTの結果feeder塞
栓に留めた例であった．手技に伴う神経学的脱落症状の後遺はなかった．

【結語】頭頸部腫瘍に対してPTを用いた術前塞栓術は安全に施行可能であった．
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DP-43-2
上行咽頭動脈が異所性起始する頸部内頸動脈狭窄症に対して頸動脈ス
テント留置術を施行した一例
溝部　敬（みぞべ たかし）1、今堀　太一郎（いまほり たいちろう）1、
杉原　正浩（すぎはら まさひろ）1、東野　真志（ひがしの まさし）1、
相原　英夫（あいはら ひでお）1

1兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科

【背景】頸部内頸動脈動脈においては、通常、解剖学的に分枝は認められない。 上
行咽頭動脈が起始する頸部内頸動脈狭窄症に対し頸動脈ステント留置術(CAS)を施
行した一症例について、文献的考察を加えて報告する。【症例】80歳男性、mRS1、
左頸部内頸動脈において狭窄の進行を認めたため近医より紹介となった。術前の脳
血管撮影で左頸部内頸動脈は96%狭窄を呈し、脳血管撮影上、上行咽頭動脈が病変
部より遠位部で確認された。プラークはMRI-VISTAで高輝度、超音波でecholucent
であった。DAPT、スタチンの内服を開始し、初診日から64日後にFilterWireEZ併
用CASを施行した。神経症状及びMRI上新規脳虚血病変はなく、術後6日目に退院
となった。【考察】上行咽頭動脈の頸部内頸動脈からの分岐は稀であり、文献上0-8%
とされている。下位脳神経を栄養し、頭蓋内の前後方循環と潜在的吻合を有するた
め、血行再建術を施行する際には注意を要する。文献上、内膜剥離術を施行した症
例においては一時的に上行咽頭動脈をクランプするなどの工夫がなされていた。今
回、プラークのvulnerabilityが予測されたためスタチンの内服を開始しCASまで約
60日間の期間を設けるとともに、術中filter protection deviceを用い、過拡張を避
けるなど、上行咽頭動脈へのプラーク飛散を予防した。【結論】頸部内頸動脈から
起始する上行咽頭動脈は解剖学的に稀であるが、考え得るvariantの1つである。 血
行再建術を要する場合は、術前検査で解剖学的特徴を正しく評価し、治療戦略を立
てることが肝要であると考えられた。

10736

DP-43-1
内頚動脈起始の上行咽頭動脈を逆流する側副血流を伴った内頚動脈閉
塞に対して頚動脈ステント術を施行した1例
山口　真司（やまぐち ただし）1、佐藤　浩一（さとう こういち）1、
花岡　真実（はなおか まみ）1、手島　奈津美（てしま なつみ）1、
松崎　和仁（まつざき かずひと）1、仁木　均（にき ひとし）2

1徳島赤十字病院脳神経外科、2徳島赤十字病院脳神経内科

症例は77歳の女性。高血圧、2型糖尿病、自己免疫性肝炎の既往あり。右上肢脱力、
構音障害にて発症。症状は5分で改善。来院時のNIHSSは0。MRIの拡散強調画像
では梗塞所見なく、MRAでは左内頚動脈は起始部より閉塞しており、対側から前
交通動脈を介して左中大脳動脈、左前大脳動脈の描出を認めた。脳血管撮影では、
左内頚動脈は起始部より閉塞しており、late phaseでascending pharyngeal artery
が逆行性に描出されて、内頚動脈閉塞部の遠位部に流入して内頚動脈の順行性血流
を認めた。ascending pharyngeal arteryが内頚動脈閉塞部遠位部から起始してお
り、閉塞の進行やStumpによる塞栓症のリスクが考えられ、左内頚動脈閉塞に対し
てCASを施行した。内頚動脈起始の上行咽頭動脈を逆流する側副血流を伴った内頚
動脈閉塞症について若干の文献的考察を加えて報告する。

10468

DP-42-10
腎細胞癌の脊椎転移に対し術前腫瘍塞栓術が有効であった１例
藤原　秀元（ふじわら ひでもと）1、大倉　良太（おおくら りょうた）1、
土屋　尚人（つちや なおと）1、吉村　淳一（よしむら じゅんいち）1

1長野赤十字病院脳神経外科

【症例】77歳男性。腰背部痛、歩行障害、膀胱直腸障害に対する精査で右腎腫瘍と
Th10脊椎腫瘍を指摘された。脊椎腫瘍は、溶骨性変化を伴い右側主体にTh10椎体
の大部分を占め、後方進展により脊髄圧迫所見を認めた。CTでの造影効果、MRI 
T2WIのflow voidからhypervascular tumorと想定された。整形外科での除圧固定
術に先立ち術前塞栓術の可能性につき当科コンサルト。脊髄血管造影で右Th10 
segmental arteryから著明な腫瘍濃染、左Th10と右Th9からも腫瘍陰影あり。
Adamkiewicz動脈は左L1からであった。局所麻酔下に塞栓術を施行。大腿動脈経
由で6Fシェファードフック型ガイディングシースを右Th10 segmental arteryに留
置し、4.2F FUBUKIを中間カテーテルとしExcelsior SL-10を誘導した。Provocative 
test で 問 題 な く、coil、Embosphere300-500 μ m、33%NBCA で 塞 栓 し た。
Embosphereによる塞栓の際は、segmental artery本幹から分岐する細いfeeder3本
にそれぞれSL-10を挿入した。ついで、左Th10 segmental arteryをcoilで塞栓。右
Th9 segmental arteryからの腫瘍陰影は軽度残存。翌日、整形外科でTh7-L1後方
固定除圧術、腫瘍生検術を施行。術中、出血はコントロールされた（出血量350ml）。
腎細胞癌の脊椎転移の病理診断で泌尿器科で治療継続された。

【考察・結語】hypervascularな腎細胞癌の脊椎転移に対し、術前腫瘍塞栓術は有効
であった。塞栓術においては、脊髄動脈への塞栓を確実に回避し、できる限り腫瘍
血管床へ塞栓できるよう努めることが重要と考えられた。

10946

DP-42-9
顔面動静脈瘻の治療経験
相見　有理（あいみ ゆり）1、中林　規容（なかばやし きよう）1、
吉田　光宏（よしだ みつひろ）1、石田　衛（いしだ まもる）1、
苗代　朋樹（なわしろ ともき）1、濱崎　一（はまさき はじめ）1、
寺尾　和一（てらお かずいち）1

1市立四日市病院�脳神経外科

【はじめに】顔面AVM/ AVFは稀な疾患で治療において機能面、および整容面で
の配慮を要する。今回当院にて治療を行った顔面AVM/ AVFの4症例につき検討
した。

【症例1】49歳男性。10年前から右前額部に径30mmの腫瘤あり、時々動脈性出血を
きたした。浅側頭動脈（STA）をfeederとするAVFと診断。左STAに3Frシース
を留置し、ピクシーより25% NBCA注入、右眼角静脈よりコイル5本にてTVE、シー
スより40% NBCA注入した。壊死、感染を合併した。【症例2】18歳男性。3歳時に
頭部打撲後腫瘤出現、17歳時外傷を契機に径50mmと腫瘤の増大を認めた。両側
STAをfeederとするAVFと診断、形成外科と合同に摘出術施行した。【症例3】31
歳男性。生下時より右前額部に拍動性の腫瘤あり、径22mmと増大した。右眼動脈、
顔面動脈、STAをfeederとし、顔面静脈に還流するAVMあり。形成外科と合同に
摘出術を行った。【症例4】15歳女性レスリング選手。右上眼瞼に2歳時より腫瘤あ
り、径30mmと増大したため受診。右眼動脈、STAをfeederとし、眼角静脈へ還流
するAVFあり。眼動脈経由でHeadway DuoをAVF内に留置しコイル12本にて塞
栓した。全症例とも治療後神経学的異常の出現は認めなかった。

【考察】顔面AVM/ AVFでは局所圧迫しながらのNBCA、ethanolによる塞栓術が
選択されるが、皮膚の色素沈着、壊死が高率に起こる。症例4は女性であり整容面
を考慮しコイルを選択したところ、mass effectなく良好な経過を得た。顔面AVM/ 
AVFでは患者のニーズに応じて柔軟にstrategyを選択することが重要と思われた。
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10458

DP-43-6
中脳周囲非動脈瘤性くも膜下出血の精査で発見された遺残性原始舌下
神経動脈の一例
松田　萌（まつだ めぐみ）1、遠藤　英樹（えんどう ひでき）1、森　大輔（もり だいすけ）1、
石塚　智明（いしづか ともあき）1、村橋　威夫（むらはし たけお）1,2、
野村　亮太（のむら りょうた）1、荒　清治（あら せいじ）1、伊東　民雄（いとう たみお）1、
鷲見　佳泰（すみ よしひろ）1、岡　亨治（おか こうじ）1、
中村　博彦（なかむら ひろひこ）3

1中村記念南病院脳神経外科、2滝川脳神経外科病院脳神経外科、
3中村記念病院脳神経外科

【はじめに】遺残性原始舌下神経動脈は内頚動脈と椎骨脳底動脈系を吻合する遺残
動脈の一つである。頻度としては遺残性原始三叉神経動脈に次いで見られるが、比
較的稀である。今回、われわれは中脳周囲非動脈瘤性くも膜下出血の精査で発見さ
れた遺残性原始舌下神経動脈の一例を経験したため、報告する。

【症例報告】70歳代女性。水泳中に激しい頭痛を自覚した。後頭部から後頚部にか
けての強い痛みであり、動けなくなった。鎮痛薬で軽快したが、疼痛が続くため、
発症の翌々日に当院外来を受診した。受診時、意識清明であり、明らかな神経脱落
症状は認められなかった。画像検査で中脳周囲にくも膜下出血を認めた。緊急入院
とし、血圧管理を中心とした保存的加療を行った。CTA検査および脳血管造影検
査を施行したところ、右遺残性原始舌下神経動脈を認めた。脳動脈瘤などの明らか
な出血源は認められず、中脳周囲非動脈瘤性くも膜下出血と診断した。経過良好で
あり、後遺症なく、独歩退院した。退院後は当院外来で経過観察しているが、再出
血や明らかな出血源は認められていない。

【結語】中脳周囲非動脈瘤性くも膜下出血の精査で発見された遺残性原始舌下神経
動脈の一例を報告した。

11015

DP-43-5
Annexationの異常が疑われた２症例
立林　洸太朗（たてばやし こうたろう）1、吉村　紳一（よしむら しんいち）1、
内田　和孝（うちだ かずたか）1、白川　学（しらかわ まなぶ）1、
別府　幹也（べっぷ みきや）1、蔵本　要一（くらもと よういち）1、
波止　聡司（なみとめ さとし）1、阿部　宗一郎（あべ そういちろう）1

1兵庫医科大学脳神経外科

症例1: 53歳男性、後頭部頭痛とunknown SAHを主訴に当院紹介。血管造影検査に
て明らかなSAHの原因は不明であったが、右内頚動脈撮影ではICA petrosal portion
外側より起始する中硬膜動脈を認めた。CTでは棘孔の欠損を認めた。症例2: 52歳
女性、外傷や手術歴はない。左内頚動脈低形成を疑われ、当院紹介受診。CTにて
左頚動脈管の低形成を認めた。左内頚動脈撮影ではILT分岐から眼動脈分岐に至る
内頚動脈の無形成を認め、ILTからSOFを介した血流が眼動脈を逆行性に流入し、
遠位の内頚動脈血流を担っており、同部位にはrete formationを認めた。また、ICA 
dominantのvidian arteryの所見を認め、左外頚動脈撮影では中硬膜動脈は描出さ
れるも、maxillary artery遠位部は描出されなかった。発生の過程であるmandibular 
annexation、stapedial annexationの異常が、これらの症例のanomalyに関与したと
考えられる。発生学的考察を加え、報告する。

10716

DP-43-4
右側大動脈弓を伴った脳血管内治療２例
川井　正統（かわい まさと）1、千田　賢作（せんだ けんさく）1、
館　哲郎（たち てつろう）1、熊谷　哲也（くまがい てつや）1、井坂　拓（いさか たく）2、
森　益規（もり ますき）2

1若草第一病院脳神経外科、2若草第一病院循環器内科

大動脈弓は、左右6対の鰓弓動脈の出現、消失により形成される。通常の左側大動
脈弓は右第四大動脈弓が消失し、左第四大動脈弓が残存し形成されるが、左第四動
脈弓が消失し、右第四動脈弓が残存すると右側大動脈弓となる。今回、右側大動脈
弓(完全内臓逆位)を伴った破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の症例、右側大動脈
弓、異所性左鎖骨下動脈を伴った左鎖骨下動脈狭窄に対する経皮的ステント留置術
の症例を経験した。症例1、76歳女性、突然の頭痛を主訴に意識清明で救急搬送さ
れ、CTでくも膜下出血と診断された。併存症に内臓逆位があり、CTAで完全内臓
逆位を確認し、右内頸動脈後交通動脈分岐部、左前大脳動脈(triple anterior cerebral 
artery lt A1-2 junction)に脳動脈瘤を認めた。またBovine archであり、下肢からの
アプローチは困難と判断し、全身麻酔下に左上腕動脈アプローチでコイル塞栓術
(ACAはステント併用)を施行した。術後合併症なくmRS1で自宅退院となった。 症
例2、73歳男性、めまい精査のMRIで頚動脈狭窄を認め、精査のCTAで右側大動脈
弓、左鎖骨下動脈起始異常、左鎖骨下動脈狭窄を認めた。エコー検査、カテーテル
検査で鎖骨下動脈盗血症候群を確認した。左鎖骨下動脈狭窄症に対して経皮的ステ
ント留置術施行した。術後合併症なくmRS1で自宅退院となった。右側大動脈弓は
Knights&Edwardsの分類ではtype1(Mirror image branching),type2(Aberrant left 
subclavian artery合併),type3(isolation of the left subclavian artery合併)に分けら
れており、本症例はtype1,type2に当たる。右側大動脈弓についての発生と解剖学
的考察を加えて報告する。

10011

DP-43-3
偶発的に発見された蝶形骨を貫通し深顔面静脈に直接接続する浅中大
脳静脈の走行異常
水谷　克洋（みずたに かつひろ）1,2、Arturo Consoli2、Federico Di Maria2、
Oguzhan Coskun2、Georges Rodesch2

1足利赤十字病院�脳神経外科、2Hopital�Foch

浅中大脳静脈は通常、大脳半球外側の血流を集めてSylvian fissure裂表面を走行し
海綿静脈洞やParacavernous sinus、もしくはPrimitive tentorial sinusを介して横
静脈洞などに接続するテント上の主要な静脈路の一つである。我々は過去に報告の
ない浅中大脳静脈の走行異常を経験したので報告する。症例は49歳の女性で右内頸
動脈のanterior wallのBlister like aneurysm破裂によるくも膜下出血を認めた。血
管造影検査で右浅中大脳静脈が蝶形骨外側で骨管を通過し直接に深顔面静脈に接続
していた。右浅中大脳静脈からParacavernous sinusへの接続も認めたが右浅中大
脳静脈の血流の大部分は今回確認された蝶形骨を貫通し深顔面静脈に連なる走行路
を介して頭蓋外に還流されていた。今回の症例では血管内治療によって動脈瘤の治
療が為されたが、この静脈の存在を認識せず前頭側頭開頭による治療を行った場合
にはこの静脈路を損傷し浅中大脳静脈領域の広範囲の静脈性梗塞などを起こしてい
た可能性がある。浅中大脳静脈の走行にこのようなヴァリエーションがあることを
知っておくことは脳血管内治療医、脳外科医にとって非常に重要であると思われた。
本発表ではこの解剖学的ヴァリエーションについて発生学的、臨床的見地から考察
を行う。
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DP-44-2
頭蓋底部髄膜腫に対する栄養血管の検討
有馬　大紀（ありま ひろのり）1、渡部　祐輔（わたなべ ゆうすけ）1、
川上　太一郎（かわかみ たいちろう）2、一ノ瀬　努（いちのせ つとむ）1、
後藤　剛夫（ごとう たけお）1

1大阪市立大学医学部脳神経外科、2ツカザキ病院

【目的】頭蓋底部髄膜腫の発生母地を推測することは手術方法などを検討するうえ
で重要な情報となる。脳血管撮影で得られた頭蓋底部髄膜腫の栄養血管の分布およ
びその傾向について報告する。【方法】2015年9月から2020年3月までの期間に当院
で脳血管撮影が施行された天幕部・海綿静脈洞周辺～錐体斜台上部・斜台下部～大
孔周辺に付着部を有する髄膜腫60例（男性13例、女性47例、平均年齢52.8歳）を対
象とした。栄養血管については、脳血管撮影像をもとにtentrial artery（TA）、dorsal 
meningeal artey（DMA）、ascending pharyngeal artery（APA）からの腫瘍濃染
の有無と、各腫瘍付着部との関連について解析した。【結果】TAについては天幕部
を発生母地とする腫瘍に関連し（p＝0.02）、TAが存在しない場合は88％で天幕へ
の腫瘍伸展を認めなかった。DMAについては海綿静脈洞部～錐体斜台部上部に関
連（p＝0.03）し、DMAが存在する場合、94％で海綿静脈洞周辺～斜台部への腫瘍
伸展を認めた。APAについては斜台下部～大孔周辺に強く関連し（p＜0.0001）、
APAが存在する場合89％で同部に付着部を有し、かつ、APAが存在しない場合、
91％で同部へ腫瘍伸展は認めなかった。【考察・結語】天幕と腫瘍が近接していて
も、血管撮影上TAが存在しなければ単なる腫瘍と天幕の接触が示唆される。DMA
およびAPAがfeederとして存在する場合、腫瘍の発生母地は斜台上部から大孔周
囲まで広範であることが示唆される。APAが存在しない場合は腫瘍発生母地が斜
台下部までは到達していないことが示唆される。腫瘍栄養血管は腫瘍発生母地と綿
密に関係し、手術アプローチなどを決定する際にも非常に有用な情報源となりうる。

10283

DP-44-1
側脳室三角部腫瘍摘出術における術前塞栓術の有効性と安全性につい
て
浅井　克則（あさい かつのり）1,3、中村　元（なかむら はじめ）2、
木下　学（きのした まなぶ）2,3、梶川　隆一郎（かじかわ りゅういちろう）4、
西田　武生（にしだ たけお）2、高垣　匡寿（たかがき まさとし）2、
沖田　典子（おきた よしこ）3、若山　暁（わかやま あかつき）1、
貴島　晴彦（きしま はるひこ）2

1大阪脳神経外科病院脳神経外科、2大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、
3大阪国際がんセンター脳神経外科、4堺市立総合医療センター脳神経外科

【はじめに】側脳室三角部腫瘍は、無症候性に増大することが多く、発見時には大
型腫瘍であることが多い。摘出時には経皮質的アプローチとなるため術野は狭く深
くなり、しばしば深部栄養血管の処理が問題となる。そのため、術前塞栓術は術中
出血量を減らし、術野を明瞭化するのに有効と考えられる。しかしながら、塞栓対
象血管は前・後脈絡叢動脈であることが多く、塞栓術による虚血性合併症が問題と
なる。本研究では側脳室三角部腫瘍に対する摘出術前塞栓術の有効性および安全性
を検討する。

【方法】当該3施設で過去5年間に側脳室三角部腫瘍に対して術前塞栓術を施行した
全症例を検討対象とし、診療録を基に塞栓術が摘出術に与える効果および合併症を
後方視的に調査した。

【結果】5例（4例が髄膜腫、1例が脈絡叢乳頭腫）が該当し平均年齢は50.5±22.7歳、
3例が右側、2例が左側で最大径は平均47.3±10.5mm、全例が症候性であった。全例
で前・後脈絡叢動脈からの腫瘍濃染を認め、3例で前脈絡叢動脈に対してコイルを
用いた近位塞栓を、2例で前・後脈絡叢動脈からNBCAを用いた腫瘍内塞栓を施行
した。塞栓術による症候性合併症は認めなかった。2例を経側頭葉アプローチで、3
例を経頭頂葉アプローチで摘出した。術中の腫瘍からの出血のコントロールは全例
で容易で輸血を要する症例はなく、4例は全摘出、1例が亜全摘された。術後1例で
視野欠損の悪化を認めたが、ADLの低下はなかった。

【結語】側脳室三角部腫瘍の摘出術における術前塞栓術は、塞栓方法を適切に選択
することにより安全に施行することができた。本処置は術中の出血コントロールを
容易にし、手術の安全性を高める可能性が示唆された。

10810

DP-43-8
右椎骨動脈大動脈起始の２例
徳山　耕平（とくやま こうへい）1、清末　一路（きよすえ ひろ）1、
島田　隆一（しまだ りゅういち）1、井手　里美（いで さとみ）1、
浅山　良樹（あさやま よしき）1、久保　毅（くぼ たけし）2、杉田　憲司（すぎた けんじ）2

1大分大学医学部放射線医学講座、2大分大学医学部脳神経外科学講座

【はじめに】椎骨動脈は胎生期に体節動脈が体軸方向に吻合することにより形成さ
れ，その走行には複数の破格が存在することが知られている．左椎骨動脈の大動脈
起始症例はしばしば経験されるが，右椎動脈が大動脈より直接分岐する例は極めて
稀とされている．今回我々は右椎骨動脈大動脈起始の2例を経験したので，その発
生に関する考察を加えて報告する．【症例１】72歳，男性．中咽頭癌に対する化学
療法後の経過観察のため造影CTを撮像したところ，右椎骨動脈の起始異常を認め
た．右椎骨動脈は左鎖骨下動脈より遠位側の大動脈弓から直接起始しており，食道
と第3胸椎の間隙を斜走し，右第７椎体の横突孔に入り，上行していた．左椎骨動
脈の分岐および走行に異常は見られなかった．また右内頚動脈には動脈硬化性高度
狭窄がみられた．【症例２】51歳，女性．左鎖骨下静脈狭窄の精査目的で施行され
た造影CTで左鎖骨下動脈より遠位の大動脈から直接起始する右椎骨動脈を認めた．
右椎骨動脈の起始部は憩室状に拡張しており，症例1と同様に食道および第3胸椎の
間隙を斜走して右第7頚椎の横突孔に入っていた．左椎骨動脈の分岐および走行に
異常は認めなかった．【考察】右椎骨動脈大動脈起始は左鎖骨下動脈より遠位の大
動脈弓から分枝し，右鎖骨下動脈（6th intersegmental artery）を介さずに，右7th 
intersegmental arteryとそれより上方のintersegmental artery間の縦吻合が発達す
ることにより形成されるものと推測される．【結語】右椎骨動脈の大動脈起始は稀
であるが，脳血管内治療を行う上でもその解剖と発生の理解は重要である．

10463

DP-43-7
高度に屈曲・蛇行した上小脳動脈：稀な破格の一例
松田　萌（まつだ めぐみ）1、遠藤　英樹（えんどう ひでき）1、
石塚　智明（いしづか ともあき）1、野村　亮太（のむら りょうた）1、
森　大輔（もり だいすけ）1、荒　清治（あら せいじ）1、伊東　民雄（いとう たみお）1、
鷲見　佳泰（すみ よしひろ）1、岡　亨治（おか こうじ）1、
中村　博彦（なかむら ひろひこ）2

1中村記念南病院脳神経外科、2中村記念病院脳神経外科

【はじめに】脳血管の破格は多種多様であるが、血管病変と鑑別する上でも破格に
関する知識は重要である。今回、われわれは稀な破格の一つである高度に屈曲・蛇
行した上小脳動脈の一例を経験したので報告する。

【症例報告】70歳代女性。約15年前、未破裂脳動脈瘤を指摘された。右中大脳動脈
瘤および脳底動脈-右上小脳動脈分岐部動脈瘤の疑いと診断され、当院外来で経過
観察されていた。定期検査で右中大脳動脈瘤の増大を指摘され、精査目的に入院と
なった。脳血管造影検査を施行したところ、右中大脳動脈に未破裂脳動脈瘤を2つ
認めた。脳底動脈-右上小脳動脈分岐部に明らかな脳動脈瘤は認められず、右上小
脳動脈の橋前部（anterior pontine segment）が高度に屈曲・蛇行していた。精査
の結果、未破裂右中大脳動脈瘤に対する手術加療を予定した。

【結語】未破裂脳動脈瘤の疑いとして経過観察されていた上小脳動脈の稀な破格の
一例を報告した。高度に屈曲・蛇行した上小脳動脈の破格は稀であるが、血管病変
と鑑別する上でその知識は重要である。
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DP-44-6
Tentorial arteryからの髄膜腫栄養動脈を安全に術前塞栓する工夫
釜本　大（かまもと だい）1、井上　賢（いのうえ さとし）1、
片山　正輝（かたやま まさてる）1、菅　貞郎（すが さだお）1

1東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

【背景】テントの髄膜腫では内頚動脈からの栄養動脈が頻回に見られるが、この動
脈は術野深部から腫瘍に入るため、開頭術中の遮断に時間を要することが少なくな
い。そのため術前に血管内治療でTentorial arteryを安全に遮断することは術中出
血のコントロールに寄与し、腫瘍摘出を安全に行うことを可能とする。しかしなが
ら、本動脈は細く蛇行していることが多く、塞栓に難渋することが多い。我々は
DeFrictorを用いて塞栓を試み、良好な結果が得られたので報告する。【症例】59歳
男性　うっ血乳頭で指摘された右テント髄膜腫の患者。開頭腫瘍摘出術が予定され
たが、血流豊富であり術前塞栓を行うこととした。本腫瘍はTentorial arteryが主
な栄養動脈であり、その他、MMA、PCAの硬膜枝にも栄養されていた。Tentorial 
arteryの塞栓時に内頚動脈の閉塞が必要となることが予想されたため、全身麻酔下
に行った。システムは7Fr Shuttle shearh、4.2Fr Fubuki、DeFrictorのTriple co-
axialで施行。Tentorial arteryは内頚動脈からの分岐直後に著明な狭窄をしていた。
SHOURYU HR 7mm X 7cmを内頚動脈のTentorial artery分岐直後でInflateする
ことで、DeFrictorを誘導。SHOURYUをInflateしたまま、十分に希釈したエンボ
ス フ ィ ア100-300μ m で 塞 栓 し た。 そ の 後、DeFrictor と co-axial に DAC を
SHOURYU直前まで上げ、わずかに内頚動脈に逆流した可能性のあるParticleを十
分に吸引した。結果、合併症なく腫瘍濃染を著明に減少させることができ、この後
の摘出術では腫瘍からの出血は容易にコントロールできた。

10742

DP-44-5
DeFrictor Nano Catheterを用いた髄膜腫に対する腫瘍塞栓術の効
果と安全性
高垣　匡寿（たかがき まさとし）1、中村　元（なかむら はじめ）1、
西田　武生（にしだ たけお）1、木嶋　教行（きじま のりゆき）1、
尾崎　友彦（おざき ともひこ）1、井筒　伸之（いづつ のぶゆき）1、
竹中　朋文（たけなか ともふみ）1、川端　修平（かわばた しゅうへい）1、
松井　雄一（まつい ゆういち）1、山田　修平（やまだ しゅうへい）1、
寺田　栄作（てらだ えいさく）1、貴島　晴彦（きしま はるひこ）1

1大阪大学大学院医学系研究科�脳神経外科学

【目的】髄膜腫に対する術前腫瘍塞栓術（TAE）は、術中出血量を減じる目的で施
行されている。本研究では、液体塞栓物質を用いたTAEにおけるDeFrictor Nano 
Catheter（以下DF）の有効性について検証した。

【方法】当院で2015年1月から2020年4月までに液体塞栓物質によるTAEを行った髄
膜種（頭蓋底部を除く）34例を対象とした。DFを用いた症例（D群)とそれ以外の
症例（非D群)に分類し、塞栓術の内容、合併症の有無、摘出術の結果について後
方視的に検討した。

【結果】D群18例（女性12例、平均65.1歳)、非D群16例（女性12例、平均57.6歳)で、
腫瘍の最大径に差はなかった (42.6 vs 44.5mm)。塞栓術に要した時間はD群で長い
傾向があり(107.4 vs 94.4 min)、塞栓を行った栄養血管本数もD群で多かった(2.6 vs 
1.7本; p＜0.05)。脳組織から供血されるもの（Pial feeding）はD群44.4%、非D群
37.5%であったが、D群にのみTAEが行われていた(22.2 vs 0%; p＜0.05)。術後造影
MRIで腫瘍内部の広範囲造影欠損が得られた症例はD群に多い傾向を認め(37.5 vs 
31.2%)、摘出に要した時間はD群で短く(289 vs 411min; p＜0.05)、術中出血量もD
群で少ない傾向があった（199.4 vs 280.9ml）。両群とも2例に治療による中硬膜動静
脈シャントを認めたが (11.1 vs 12.5%)、DFによるものは1例であった。

【考察・結語】DFを用いることで腫瘍近傍の微細な血管へのアクセスが可能となり、
従来のデバイスに比べてより多くの栄養血管を塞栓できることがわかった。DFを
用いたTAEは、手術時間短縮、術中出血量減少、合併症率低減に貢献する可能性
が高いと考える。

10590

DP-44-4
安全に内頚動脈錐体部・海綿静脈洞部からのfeeder塞栓術を遂行す
るための工夫
虎澤　誠英（とらざわ せいえい）1、佐藤　大介（さとう だいすけ）1、
小川　正太郎（おがわ しょうたろう）1、藤本　蒼（ふじもと そう）1、
齋藤　浩史（さいとう ひろし）1、鈴木　健也（すずき たけや）1、
太田　貴裕（おおた たかひろ）1

1都立多摩総合医療センター

【背景】Meningohypophyseal trunk (MHT) やInferolateral trunk (ILT) のような内
頚動脈 (ICA) から直接分岐するfeederの塞栓術はICAへの塞栓物質の逆流や海綿静
脈洞部の脳神経麻痺、血管穿孔などのリスクがあり塞栓施行率は低い。しかしこれ
らのfeederには開頭術で早期には到達できない為塞栓術の利点もあり、リスクを最
小限に抑えた塞栓術戦略が重要である。当院のこれらの塞栓術経験を報告する。【対
象・方法】当院で2020年6月までの9年間にICAからのfeederの塞栓術を施行した頭
蓋底腫瘍5症例で、feederの特徴や治療戦略、術中のdecision-makingを後方視的に
検証した。【結果】腫瘍最大径は平均52±8.7 mm、腫瘍の位置は前床突起部2例、錐
体斜台部2例、錐体部1例であった。治療血管は、MHT3例、ILT1例、ICA錐体部か
らの分枝1例。1例でバルーンアシスト下に施行し、塞栓物質は全例NBCAを使用、
上記のような合併症は認めなかった。【考察】ICA錐体部から海綿静脈洞部は屈曲
が強いが、その中でもMHTは屈曲の大弯側から分岐する為カニュレーションが比
較的し易い。文献的にMHTは塞栓率が比較的高く、本シリーズも同様であった。
小弯側からの血管やICAから鋭角に分岐する血管はカニュレーションの難易度が高
くカテーテルの安定性も悪いと予想されcomplete devascularizationは目指さず治
療を終える判断も合併症予防には重要であった。難易度が高いと予想される症例で
もバルーンアシストはアプローチの選択肢の一つとなりうる。【結論】feederの解
剖学的特徴を検討し、安定したカニュレーションが行える血管だけを治療対象とす
るdecision-makingが、リスクを最小限にした塞栓術には重要である。
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DP-44-3
血管芽腫に対する術前塞栓術の意義について
日宇　健（ひう たけし）1、松永　祐希（まつなが ゆうき）1、
定方　英作（さだかた えいさく）1、堀江　信貴（ほりえ のぶたか）1、
出雲　剛（いずも つよし）1、松尾　孝之（まつお たかゆき）1

1長崎大学�脳神経外科

【はじめに】血管芽腫に対する術前塞栓術については脳梗塞や出血性合併症のリス
クがあり安全性に関しては議論がある. 当施設では近年積極的に塞栓術を施行して
おりその効果について検討した.【対象】当院にて2007-2020年に直達術を施行した
血管芽腫22例 (小脳: 18例, 延髄: 3例、脊髄: 1例)を対象とした. 【結果】小脳血管芽
腫6例 (両側は1例), 脊髄血管芽腫瘍1例 に術前塞栓術を行い, 前者のfeederは上小
脳動脈のみ3例, 上小脳動脈+前下小脳動脈+後下小脳動脈 2例, 前下小脳動脈+後
下小脳動脈1例であり, 5例はsingle drainerであった. 腫瘍のサイズは全例30mm以
上（両側性症例は片側25mm大）, 腫瘤全体が充実性, あるいは結節病変が小脳上面
に位置していた. 脳浮腫は高度で5例で水頭症を伴っていた. 塞栓術は全例局所麻酔
下で行い, コイル単独は2例, その他5例は液体あるいは粒状塞栓物質を使用した. 直
達術前日に4例で施行し, そのうち1例は脳浮腫増悪のため緊急減圧術を施行した. 3
例は意図的に術当日の塞栓術を行った. 直達術の出血量は100ml (中央値)にとどまっ
た. 全例で小脳半球に脳梗塞を認めたものの, 脳幹梗塞や出血性合併症例はなかっ
た. 退院時 (転院時) modified Rankin Scale 0: 2例, 1:3例, mRS 3: 1例, mRS 4: 1例
であった. 【考察・結語】血管芽腫に対する術前塞栓術は出血コントロールの点から
一定評価される. 塞栓術のタイミングが重要であり, 脳梗塞リスクが非常に高いた
め, 特に頭蓋内圧亢進症例では術同日での塞栓術が望ましいと考えられる. 広範な梗
塞を回避するためには腫瘍床近傍までのマイクロカテーテル誘導がカギとなる.
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DP-44-10
摘出術前の腫瘍塞栓術が有効であった原発性頭蓋内孤立性軟髄膜膠芽
腫の一例
田中　優貴子（たなか ゆきこ）1、石黒　太一（いしぐろ たいち）1、
野村　俊介（のむら しゅんすけ）1、程塚　研一（ほどつか けんいち）1、
桑野　淳（くわの あつし）1、村上　理人（むらかみ まさと）1、
川島　明次（かわしま あきつぐ）1、川俣　貴一（かわまた たかかず）2

1東京女子医科大学付属八千代医療センター脳神経外科、
2東京女子医科大学脳神経外科

【はじめに】Solitary primary intracranial leptomeningeal glioblastoma(PLG)は、ク
モ膜下腔の異所性グリア組織から発生し脳実質外に腫瘤形成する神経膠芽腫で、極
めて稀である。摘出術前に腫瘍塞栓を施行したPLGの一例を経験したため報告す
る。【症例】56歳女性、頭痛と進行性の右片麻痺、記銘力低下を主訴に受診。CTで
左側頭葉に出血を伴う腫瘤と周囲浮腫、造影MRIで比較的均一に染まる腫瘤、DSA
で中硬膜動脈の錐体鱗状部枝、中深側頭動脈からtumor stainを認めた。円蓋部髄
膜腫と考えられ腫瘍塞栓を施行。中深側頭動脈と中硬膜動脈の錐体鱗状部枝に
Embosphereで、中硬膜動脈から顎動脈の起始部にコイルで塞栓を行いtumor stain
は消失。翌日開頭腫瘍摘出術を施行、腫瘍は大部分が実質外に存在したが硬膜発生
でなく、一部正常脳に浸潤。術中迅速病理はhigh grade gliomaであり側頭葉側は
lobectomyに準じた摘出を施行。術中、腫瘍からの出血は容易にコントロール可能
だった。永久病理はglioblastoma(IDH wild type、Ki-67 30%以上)であり術後化学
放射線療法を要した。【結語】Solitary PLGは放射線学的に髄膜腫との鑑別が非常
に困難である。本症例では、術前DSAで外頚動脈系からのみ腫瘍染色が認められ
たこと、術中・病理学的所見から一部側頭葉に浸潤していたが腫瘍の大部分はくも
膜下腔に存在したことから、頭蓋内孤発性PLGと診断した。過去の報告によると本
腫瘍は外頚動脈から栄養される事が多いが、腫瘍塞栓を行ったとの報告は渉猟し得
た限りで皆無である。本症例では腫瘍摘出術前に腫瘍塞栓を施行することで摘出時
の出血量を減量し得たため、本腫瘍における腫瘍塞栓は有効であると考えられた。
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DP-44-9
多血性トルコ鞍部脊索腫に対する腫瘍塞栓術
森　良介（もり りょうすけ）1、川村　大地（かわむら だいち）1、
一之瀬　大輔（いちのせ だいすけ）1、長山　剛太（ながやま ごうた）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）1

1東京慈恵会医科大学�脳神経外科

トルコ鞍部には、下垂体腺腫をはじめ、様々な腫瘍が発生するが、その多くは易出
血性ではなく、塞栓術はおろか、血管撮影すら必要としない。今回われわれは、ト
ルコ鞍内に発生した多血性脊索腫に対し、術前塞栓術を施行した1例を経験したた
め報告する。
64歳男性。右動眼神経麻痺で発症し、MRで両側海綿静脈洞に進展するトルコ鞍部
腫瘍を認めた。Dynamic撮影で早期から強い造影効果を認め、腫瘍内部にflow void
も認め、多血性腫瘍と考えられた。血管撮影上、前2/3は中硬膜動脈(MMA)、副硬
膜動脈から、後1/3はvidian arteryからの濃染像を認めた。MMAをコイルで塞栓
し、翌日経蝶形骨洞手術を施行した。腫瘍は易出血性で、深部に多数の腫瘍血管が
見られた。凝固と摘出を繰り返し、肉眼的に腫瘍を全摘出した。出血量は1600ml
で、輸血を要した。粘液性背景に淡明な細胞質を有する上皮様細胞の増殖を認め、
免疫染色でbrachyury陽性であり、脊索腫と診断した。
脊索腫は脊索の遺残組織に由来する腫瘍で、頭蓋底と仙骨部に好発する。仙骨部に
発生する脊索腫は多血性で、多くの塞栓術の報告がある。一方、トルコ鞍部に発生
する脊索腫はむしろ血流に乏しく、塞栓術を行った報告はない。トルコ鞍部腫瘍で
多血性のものとして知られる下垂体細胞腫の画像上の特徴として、本症例のように
強い造影効果、腫瘍内flow voidがあげられ、術中大量出血を生じる。内頸、外頸
動脈系から栄養血管が分枝し、PVAによる塞栓術の報告が存在する。MR上、多血
性腫瘍が疑われる場合、積極的に血管撮影を行い、術前塞栓の可能性を模索するこ
とが重要である。
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DP-44-8
前頭葉円蓋部腫瘍に対して塞栓術のみで著明な縮小効果を認めた１例
三鬼　侑真（みき ゆうま）1、寺田　友昭（てらだ ともあき）1、
津本　智幸（つもと ともゆき）1、松田　芳和（まつだ くにかず）1、
田中　優子（たなか ゆうこ）1、中山　禎理（なかやま さだよし）1、
薮崎　肇（やぶさき はじめ）1、鐵尾　佳章（てつお よしあき）1、
山口　巌史（やまぐち よしふみ）1

1昭和大学藤が丘病院脳神経外科

【はじめに】脳腫瘍に対する腫瘍塞栓術は術中の出血量減少、腫瘍軟化による手術
時間短縮という点から有用な補助療法である。腫瘍塞栓術のみを受けた患者の大規
模観察研究は行われていないが、腫瘍体積が減少し、神経症状の改善を認めた症例
は複数報告されている。今回塞栓後60日の頭部MRIで腫瘍体積の著明な縮小を認め
た症例を経験したので報告する。【症例】79歳男性、意識消失発作で当院紹介受診
された。頭部MRIで右前頭葉に円蓋部髄膜腫と考える病変を認め、腫瘍体積は5.9ml
であった。1年後のMRIでは13mlまで増大をしていたため、腫瘍塞栓術・開頭腫瘍
摘出術を計画した。しかしCOVID-19による手術室縮小により、術前塞栓術のみを
行うことにした。家族・本人に十分なインフォームドコンセントを行い、腫瘍塞栓
術を施行した。feeder は MMA のみで、明らかな pial feeder は認めなかった。
Rt.MMA frontal branchにマイクロカテーテルを誘導し、NBCA16.7%を計0.35ml注
入した。tumor stainの消失を確認した。術後明らかな神経学的異常所見認めず、60
日後のMRIで4.2mlと体積は縮小した。患者は経過観察を希望、MRIで体積の増大
や神経症状出現時には摘出術を予定している。【考察】腫瘍塞栓術により体積縮小
及び脳浮腫の改善、頭痛や痙攣発作等の神経症状の改善を認める症例が報告されて
いる。体積縮小のためには栄養血管の完全遮断が必要となる。栄養血管が外頚動脈
系のみの症例を選択、粒子状塞栓物質ではなく液体塞栓物質を使用することで腫瘍
塞栓術の効果を高める。【結語】円蓋部腫瘍に対して腫瘍塞栓術を施行し縮小効果
を認めた1例を経験した。栄養血管の完全遮断は著明な体積減少が期待できる。
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DP-44-7
大型斜台部髄膜腫摘出術前にsigmoid sinus balloon occlusion 
test（BOT）を施行した１例
横田　和馬（よこた かずま）1、重松　秀明（しげまつ ひであき）1、
城田　真唯子（しろた まいこ）1、林　直一（はやし なおかず）1、
平山　晃大（ひらやま あきひろ）1、
キッティポン　スィーワッタナクン（きってぃぽん すぃーわったなくん）1、
野中　洋一（のなか よういち）1、反町　隆俊（そりまち たかとし）1、
松前　光紀（まつまえ みつのり）1

1東海大学医学部脳神経外科

【緒言】大型斜台部髄膜腫に対するcombined approachの際、SPSを切離する事は
よく知られているが、sigmoid sinusを切離する例は少ない。Sigmoid sinusを切離
すると術野を大きく展開でき、腫瘍摘出術は容易になるが、sigmoid sinusを切離し
た事による静脈還流障害が問題となる。今回我々は、大型斜台部髄膜腫摘出術前に
sigmoid sinusに対してballoon occlusion test（BOT）を行い、sigmoid sinus切離
可能か評価を行った１例を経験したので報告する。【症例】63歳男性。右外転神経
麻痺を契機に大型斜台部髄膜腫を指摘された。他院で摘出術を施行されるも腫瘍残
存し、当院へ紹介となる。術前に病側のsigmoid sinusが切離可能かを判断するた
め、右内頚静脈にガイディングカテーテルを誘導し、圧測定目的にSL-10を右
transverse sinusに留置し、ヘパリンを3000単位投与後、右SPSより心臓側の右
sigmoid sinusでShouryu 7mm×70mmを用いて閉塞を行った。このとき静脈還流
は皮質静脈逆流は認めなかったが、superior sagittal sinusから右transverse sinus
へ流出せず、右transverse sinus圧は27mmH2Oから48 mmH2Oまで上昇した。過
去の文献で7-10mmH2O以上の上昇の場合、sigmoid sinusを切離不能との報告があ
り、神経学的変化は認めなかったがsigmoid sinusを切離不能と判断した。後日、
sigmoid sinusを温存し斜台部髄膜腫摘出術を行い全摘出を行った。【結語】斜台部
髄膜腫に対するcombined approachの際sigmoid sinusを安全に切離する事が出来
れば、術野展開が容易になる。多くの場合、sigmoid sinusは完全に切離できるが、
その静脈還流障害の評価としてsigmoid sinusに対するBOTはその一助になる可能
性がある。
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DP-45-3
PICA involved typeの破裂椎骨動脈解離性動脈瘤におけるpost 
PICAの破裂部に対するtarget internal trappingの治療成績
進藤　孝一郎（しんどう こういちろう）1、荻野　達也（おぎの たつや）1,2、
立田　泰之（たつた やすゆき）1,2、櫻井　卓（さくらい すぐる）1,2、
山口　陽平（やまぐち ようへい）1、大熊　理弘（おおくま まさひろ）1、
上山　憲司（かみやま けんじ）1、中村　博彦（なかむら ひろひこ）1

1中村記念病院�脳神経外科、2中村記念病院�脳血管内治療センター

目的：破裂椎骨動脈解離性動脈瘤(VADA)に対する母血管閉塞（PAO：parent artery 
occlusion）において、当院では破裂点を含む血管拡張部のみをshort segmentでコ
イルにて閉塞する方法を選択している。今回PICA involved typeに主眼を置き、そ
の治療成績を評価する。方法：2007年10月から2020年1月に当院でPAOを行った23
例中、PICA involved typeであった8例を対象に治療成績を評価した。Blebなどの
所見から、破裂点は全例でpost PICAと判断し、PICA分岐部より遠位のみを閉塞
し、PICAに抜けるVAの順行性の血流を温存した。結果：椎骨動脈径に左右差を
認めなかった症例が６例、左優位であった症例が2例で、左右差のあった症例にお
いてはいずれもdominant sideの解離性動脈瘤の破裂であった。解離部の形状は、
pearl and string が6例、fusiform が2例であった。single catheter 2例、double 
catheter 6例でPAOを行い、コイル塊の全長は平均で9.１±2.5mmであった。PAO
は100％達成していた。１例で complementary  PICAの閉塞を認めたが、７例で完
全にPICAの温存ができ、術後の脳幹梗塞は０例であった。再破裂は認めなかった。
４例 50%で椎骨動脈の再開通を認め、追加の塞栓を行った。全例が転帰良好（mRS 
0; 7例、mRS 2; 1例）で退院した。結語： PICA involved typeのVADAにおける
PICAを温存したPAOは、椎骨動脈の再開通は多かったものの、post PICAが破裂
部位と判断される症例においては有効な治療方針と考えられた。
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DP-45-2
破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術の中
期・長期成績
鐵尾　佳章（てつお よしあき）1、寺田　友昭（てらだ ともあき）1、
増尾　修（ますお おさむ）2、松本　博之（まつもと ひろゆき）3、
岡田　秀雄（おかだ ひでお）4、津本　智幸（つもと ともゆき）3

1昭和大学藤が丘病院�脳神経外科、2横浜市立市民病院�脳血管内治療科、
3岸和田徳洲会病院�脳神経外科、4和歌山労災病院

【緒言】破裂椎骨動脈解離性動脈瘤(VADA)の治療は母血管閉塞術(PAO)が一般的
である。しかし両側病変、対側VAが無形成・低形成、PICA involved typeや前脊
髄動脈(ASA)が解離部、その近傍から分枝する症例ではPAOが不可能である。そ
の場合、我々はステント併用コイル塞栓術(SAC)を行っており、その中期長期成績
を報告する。

【対象】2014年2月から2020年3月までに破裂VADAに対してSACを行い、術後1年
以上の経過観察ができた計8症例を対象とした。男性5例、女性3例。平均年齢61.1
歳。WFNS grade1、2、4、5がそれぞれ1例、2例、3例、2例。SACを選択した理由
は、両側病変 1例、対側VA無形成・低形成 3例、PICA involved type 4例、解離近
傍からの ASA 分岐 1例であった。使用したステントは Enterprise VRD 6例、
Neuroform Atlas1例、LVIS 1例。治療時期は破裂急性期 4例、慢性期 4例であった。

【結果】全例で手技を完遂でき、周術期の出血性、虚血性合併症は認めなかった。術
直後の完全閉塞は2例で、血流残存は7例であった。血流残存の1例で術10日後に再
出血を来し母血管閉塞術を追加した。その他の6例の血流残存例はフォローで5例が
完全閉塞に移行し、1例で再発を認め初回治療7か月後にSACの追加を行った。長期
のフォローでステント閉塞や虚血性合併症は認めなかった。

【結語】破裂VADAの治療としてSACは有用である可能性があるが、PAOに比べ
根治性の面でやや不安定であり、特に破裂急性期では密なフォローが必要である。
安全性と根治性を向上させるために解離病変の病態把握、治療時期、至適な抗血小
板療法やステント選択に関してさらなる症例の蓄積が望まれる。
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DP-45-1
破裂解離性動脈瘤に対するステント支援コイル塞栓術
福本　博順（ふくもと ひろのり）1、竹下　翔（たけした しょう）2、
湧田　尚樹（わくた なおき）1、福田　健治（ふくだ けんじ）1、
新居　浩平（にい こうへい）3、岩朝　光利（いわあさ みつとし）4、
東　登志夫（ひがし としお）3、井上　亨（いのうえ とおる）1

1福岡大学医学部脳神経外科、2福岡大学医学部神経内科、
3福岡大学筑紫病院脳神経外科、4福岡大学医学部救命救急医学

【背景】破裂急性期のステント支援コイル塞栓術は、抗血栓薬の使用法など課題も
多い。しかし、母血管の温存が必要な破裂解離性動脈瘤に対しステント支援コイル
塞栓術が必要な場合がある。破裂解離性動脈瘤に対しステント支援コイル塞栓術を
行った症例について、治療時期、抗血栓療法、フォローアップ結果を検討した．

【対象】破裂予防目的の外科的治療介入を行ったくも膜下出血224症例のうち解離性
動脈瘤は46例であった．そのうち血管内治療のみで治療した34例中、ステント支援
コイル塞栓術を行った8例について検討した．

【結果】平均年齢は51.9歳(38-65)、男性3例女性5例．Hunt & Kosnik grade平均2.6(1-
4)、部位はBA trunk 3, VA2, ICA2例．拡張部の最大径は平均6.5mm(3.5-8.3)であっ
た．初期5例は待機の後、亜急性期(発症後平均15.2日)に治療を行ったが、うち1例
は再破裂時であった．続く3例は急性期(平均1.0日)に治療を行った．治療時には全
例で抗凝固療法を行った．抗血小板剤開始のタイミングは、5例では術前1日あるい
は当日術前、2例で術中であった．全例で再破裂を認めず、平均1097日のフォロー
アップでmRSは平均0.8(0-2)、2例に3回の再治療（コイル塞栓あるいはステント追
加）を行った．

【結論】解離性動脈瘤に対して母血管の温存が必要な場合、ステント支援コイル塞
栓術は、治療のタイミングや抗血栓療法を考慮することで有用な方法と考えられる．
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DP-44-11
脳腫瘍栄養血管塞栓術後に片側性の一過性耳下腺腫脹を認めた一例
梶本　隆太（かじもと りゅうた）1、須磨　健（すま たけし）2、今村　元（いまむら げん）1、
龍岡　樹里（たつおか じゅり）1、小林　真人（こばやし まさと）1、
勝原　隆道（かつはら たかみち）1、平山　貢基（ひらやま こうき）1、
小林　一太（こばやし かずたか）1、大谷　直樹（おおたに なおき）1、
吉野　篤緒（よしの あつお）2

1日本大学病院、2日本大学医学部附属板橋病院�

【はじめに】脳腫瘍栄養血管塞栓術は、腫瘍摘出術の前処置として術中出血の低減
目的で、髄膜腫などの易出血性の脳腫瘍に対して広く行われている。しかし、治療
に必須の手技ではないため合併症率の低い安全な手技であることが求められる。脳
腫瘍栄養血管塞栓術の合併症としては、脳浮腫の増悪、硬膜血管の穿孔、脳梗塞、
頭蓋内出血などが挙げられる。今回、脳腫瘍栄養血管塞栓術後に稀な合併症として
一過性の耳下腺腫脹を認めたため報告する。

【症例】65歳、女性。痙攣による意識消失で当院へ救急搬送され、画像検査で左傍
矢状静脈洞の硬膜下髄外腫瘍を認めた。脳血管撮影を施行し左中硬膜動脈のfronto-
parietal branchからの栄養血管を認めたため、30% NBCAを使用し栄養血管塞栓術
を施行した。帰室後から左耳下腺の腫脹を認め、ヨウ素による耳下腺炎の診断で直
ちにステロイドの投与を開始した。翌日には腫脹の改善を認め、2日後に開頭腫瘍
摘出術を施行した。術後経過は良好で症状の再発は認めず自宅退院した。

【考察】本症例における耳下腺腫脹の原因として、脳血管撮影施行直後の発症から
ヨウ素によるものが考えられた。ヨウ素による耳下腺炎は、造影剤投与後数分から
5日以内に唾液腺が急速に腫脹することが特徴であり、唾液腺にヨウ化物が蓄積す
ることが原因と考えられている。本合併症に対する治療法はないため、鎮痛剤や抗
炎症作用を期待してステロイドの投与を行うことが一般的である。

【結語】今回、脳腫瘍栄養血管塞栓術後にヨウ素による片側性の一過性耳下腺腫脹
を認めた。非常に稀であるが、脳血管撮影後に生じる合併症の一つとして認知して
おくことが重要であると思われる。
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DP-45-7
破裂内頚動脈血豆状動脈瘤に対して急性期にステント併用コイル塞栓
で治療した一例
村田　貴弘（むらた たかひろ）1、猪俣　裕樹（いのまた ゆうき）1、
黒岩　正文（くろいわ まさふみ）1、上條　隆昭（かみじょう たかあき）1

1南長野医療センター篠ノ井総合病院脳神経外科

【はじめに】破裂内頚動脈血豆状動脈瘤(blood blister-like aneurysms: BBA)は，治
療が難しく，急性期の再出血率が高いことが知られている．今回我々は，破裂内頚
動脈BBAに対して，急性期にステント併用コイル塞栓術を行い，良好な経過を辿っ
た一例を経験したので，文献的考察を加え報告する．【症例】47歳女性，自宅にて
突然の頭痛と嘔吐で発症し他院へ救急搬送され，頭部CTでSAHを認め，当院へ紹
介搬送された．傾眠以外に明らかな神経学的脱落症状は認めず，頭部単純CTで脳
底槽から左シルビウス裂優位のSAHを認め，WFNS grade 2のSAHと診断した．造
影CTでは左後交通動脈分岐部付近の左内頚動脈内側壁に軽度の膨隆を認め，内頚
動脈BBAが疑われた．脳血管撮影でも左内頚動脈内側壁に壁不整と，約2 mmの広
頚の動脈瘤様の隆起性変化を認め，3D血管撮影画像ではその所見が明らかでBBA
と考えられた．慢性期までの待機は再破裂の危険性が高いと予想し，Day 1に全身
麻酔下で血管内治療を行った．治療はLVIS blue 4.5 mm×23 mmを全展開し，Jail
されたカテーテルからBarricade coil Complex Finish 3本7cmを留置した．更に整
流効果も狙い，2本目のLVIS blue 4.5 mm×23 mmをoverlapping stentの形で全展
開し，完全閉塞を得た．その後のフォローアップの脳血管撮影でも動脈瘤再発は認
めず，Day30にmodified Rankin Scale 0で自宅に独歩退院となった．その後のフォ
ローアップの脳血管撮影でも再発は認めず，ステント留置部の開存は良好であった．

【結語】破裂内頚動脈BBAに対する治療は未だ確立されていないが，ステント併用
コイル塞栓術も急性期治療の選択肢になり得ると考えられた．
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DP-45-6
出血発症した両側椎骨動脈解離の4症例
田中　健太郎（たなか けんたろう）1、花川　一郎（はなかわ かずお）1、
難波　慶（なんば けい）1、藤家　尚嗣（ふじか しょうじ）1、
坂倉　悠哉（さかくら ゆうや）1、大井田　知彌（おおいだ ともや）1、
有屋田　健一（ありやだ けんいち）1、長島　良（ながしま りょう）1、
堤　恭介（つつみ きょうすけ）1、土屋　掌（つちや つかさ）1、
中村　安伸（なかむら やすのぶ）1、村尾　昌彦（むらお まさひこ）1

1東京都立墨東病院脳神経外科

出血発症の両側椎骨動脈解離に対する治療方針は，その症例ごとに治療方法を選択
するものであり，確立していない．両側椎骨動脈の発達・形成の程度，分枝血管で
ある前脊髄動脈，後下小脳動脈と病変の局在，外科的直達術か血管内治療かなど，
解剖学的所見に応じて，選択せねばならない．また，保存的治療で良好な経過が得
られたとの報告も散見される．今回我々は，くも膜下出血で発症した両側椎骨動脈
解離に対して血管内治療を施行した4症例を経験した．症例１．61男性．意識障害
にて搬送され，WFNS grade 5，Fisher group３のくも膜下出血と診断となり，急
性水頭症を合併していた．3DCTAでは片側の椎骨動脈の評価が困難であり，穿頭
脳室ドレナージ術を先行し脳血管撮影を施行したところ，両側性の解離病変を認め
た．症例２．63歳女性．意識障害にて搬送され，WFNS grade 5，Fisher group３
のくも膜下出血と診断した．3DCTAにて両側性の解離病変を認めた．症例３． 50
歳男性．数日前より段階的に増悪した頭痛が激痛に変わり救急搬送され，WFNS 
grade 2，Fisher group３のくも膜下出血の診断となった．CTAにて両側性の解離
病変を認めた．4例目は49歳男性.2日前からの後頚部痛の増悪を主訴に受診され、く
も膜下出血の診断と診断した. CTAにて両側性の解離病変を認めた．以上4症例に
対して血管内治療を行ったが，2例が発病急性期に死亡，2例は発病1年を経過した
時点で良好な転帰をたどっている．出血性椎骨動脈解離に対して若干の文献的考察
をして報告する．

10078

DP-45-5
破裂血豆状動脈瘤における脳血管撮影上の特徴的画像所見についての
検討
加藤　直毅（かとう なおき）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、塚田　哲也（つかだ てつや）1、
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、
クロップ　明日香エリザベス（くろっぷ あすかえりざべす）1、
大塚　崇史（おおつか たかし）1、中野　瑞生（なかの みずき）1、
松野　宏樹（まつの ひろき）1

1名古屋大学医学部脳神経外科

【目的】血豆状動脈瘤（BBA）は内頸動脈前壁に多く認められ、解離性脳動脈瘤の
一つと考えられている。BBAはその特徴的な外観から名付けられており、画像所見
から判断することは難しい場合がある。BBAと臨床的に診断し、血管内治療を行っ
た患者の脳血管撮影での特徴について後方視的に検討した。【対象と方法】対象は、
2008年12月-2020年1月の間に我々が治療を行った破裂BBA群（以下B群）とした。
比較として2015年9月-2020年4月に当院で血管内治療を行った、5mm以下の未破裂
傍鞍部内頸動脈瘤を未破裂群（以下U群）とした。A群10例（男性2例、女性8例：
平均年齢48.9歳）、B群12例（男性0例、女性12例：平均年齢55.5歳）であった。画像
評価は全例初回脳血管撮影とし、評価項目は動脈瘤増大、内頸動脈の局所的狭小化
と紡錘状拡張、瘤様拡張部の造影剤の流入遅延と排出遅延とした。動脈瘤増大、紡
錘状拡張についてはB群のみで評価した。【結果】B群の発症から治療日までの期間
は3.0日（中央値）で、全例で動脈瘤の増大を認めた。造影剤流入遅延は、B群3例　
U群0例で認めた。排出遅延は瘤壁に限局している所見を含めると、B群8例　U群
1例であった。25%以上の内頸動脈の局所的狭小化は、B群5例　U群0例であった。
B群の25%以上の内頸動脈拡張は3例で認め、全例血豆状のblebを伴っていた。検
討した全例で内頸動脈局所的狭小化、紡錘状拡張、造影剤排出遅延のいずれかの所
見を有していた。【結語】破裂BBAの脳血管撮影上の特徴として、内頸動脈局所的
狭小化、紡錘状拡張、造影剤排出遅延がみられた。特に造影剤排出遅延は見過ごさ
れやすい所見であるが、高頻度で認めており診断に有用な所見と考える。

11035

DP-45-4
椎骨動脈解離性動脈瘤に対する治療成績
三神　和幸（みかみ かずゆき）1、黒山　貴弘（くろやま たかひろ）1、
下　大輔（しも だいすけ）1、坂東　鋭明（ばんどう としあき）1、堀　晋也（ほり しんや）1、
田中　優也（たなか ゆうや）1、平井　収（ひらい おさむ）1、上野　泰（うえの やすし）1

1神鋼記念病院脳神経外科

【緒言】椎骨動脈解離性動脈瘤破裂に伴うくも膜下出血は，再破裂の頻度が高く，可
及的早期かつ確実な塞栓が転帰を改善させる．標準的治療法は解離部を含んだ母血
管閉塞である．一方，非出血性椎骨動脈紡錘状動脈瘤は，増大例や脳幹圧迫兆候の
あるものは治療適応となり，PICAや穿通枝の温存に留置した塞栓術が選択される．

【対象】当施設において2012年3月から2020年7月に血管内治療を施行された椎骨動
脈解離性動脈瘤29例について報告する．【結果】治療された病変は破裂例8例，未破
裂例21例であり，治療法は母血管閉塞7例，ステント併用コイル塞栓13例，選択的
塞栓が9例であった．2例がくも膜下出血に伴うinitial damageの影響により術後死
亡した．6例に再開通を認め，うち3例で再治療を行った．母血管閉塞のうち2例で
虚血性合併症を，2例で術中破裂を来し，ステント併用コイル塞栓のうち2例で虚血
性合併症を，1例で術中破裂を来した．【考察】椎骨動脈解離性動脈瘤に対する治療
は，確実な塞栓を目指す事に加え，虚血性合併症をいかに回避するかが重要である．
塞栓距離を必要最小限とする努力，reconstructive treatment technique選択の考
慮，PICA分岐様式によるリスク評価等，症例毎に検討を行う必要があると考えら
れた．
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DP-45-11
ステント併用コイル塞栓術後に再増大した椎骨動脈解離性動脈瘤に対
するLVIS stentの有用性
山田　哲（やまだ さとし）1、岩本　創哉（いわもと そうや）1、
成田　秀文（なりた ひでふみ）1、北村　洋平（きたむら ようへい）2、
大木　宏一（おおき こういち）1、星野　晴彦（ほしの はるひこ）1

1東京都済生会中央病院脳神経内科、2東京都済生会中央病院脳神経外科

【はじめに】椎骨動脈解離性動脈瘤に対してステント併用コイル塞栓術後に、fusiform 
形状で動脈瘤が再増大し、LVIS stentで完全閉塞を得た症例を経験したので報告す
る。【症例】42歳男性。2014年頭痛・嘔気で発症。当院救命救急センター到着時、
JCS 300。頭部CTでくも膜下出血、頭部CTAで左椎骨動脈にブレブを伴う動脈瘤
を認めた。脳血管造影検査にて、左の椎骨動脈にブレブを伴うfusiform typeの瘤径
4.7ｍｍ×7.5ｍｍ×8.0ｍｍ、neck 10.6ｍｍのwide neck動脈瘤を認めた。右椎骨動
脈は左側よりもかなり細かったため、internal trappingは困難と判断し、同日
Enterpriseを用いたステント併用コイル塞栓術を行った。術後、リハビリ病院を経
て、mRS 0で社会復帰した。その後、年々動脈瘤の増大を認めていた。2019年に脳
血管造影検査を行ったところ、ステントの外側全周性に最大で4.2ｍｍ、全長11.2ｍ
ｍの造影所見を認めたため、再治療を行うこととした。今回、ステントの整流効果
を期待し、LVIS stentを用い、コイルはHydrosoft 3Dを用いた。LVIS stent留置
用 に Headway 21を 脳 底 動 脈 の 遠 位 部 に 留 置。 次 に、Headway 17 45 °を
CHIKAI.014"を用いて、trance-cell法で動脈瘤内に留置し、HydroSoft 3D 6本で塞
栓を行った。その後、Headway 21から LVIS 4.5ｍｍ x 32ｍｍを push & pull 
techniqueでneck部が密になるよう留置した。半年後の脳血管造影検査では解離部
の完全閉塞の所見を認めた。【考察】fusiform typeの椎骨動脈解離性動脈瘤はneck
が広く、血流を遮断することが困難な症例がある。そのような症例に対してはflow 
diversion effectを期待し、LVIS stentの使用が非常に有効であると考える。

10627

DP-45-10
破裂解離性椎骨動脈瘤に対して親血管閉塞術を施行後小脳出血を来し
た一例
藤木　悠（ふじき ゆう）1,3、下田　健太郎（しもだ けんたろう）2、
鈴木　剛（すずき ごう）1,3、加納　利和（かのう としかず）2、
古市　眞（ふるいち まこと）2、直江　康孝（なかえ やすたか）1,3

1川口市立医療センター救命救急センター、2川口市立医療センター�脳神経外科、
3日本医科大学�救急医学教室

【はじめに】椎骨動脈解離に伴うくも膜下出血に対して治療後に小脳出血を来すと
いう報告は少ない。本症例は親血管塞栓術施行後にmassiveな小脳出血を来たし不
良な転帰に至ったため報告する。【症例】72歳、男性、頭痛後意識障害を認め当院
へ搬送された。診断としてはPICA distal typeの右椎骨動脈解離に伴うくも膜下出
血(WFNS grade5)。【経過】発症日にinternal trappingを施行。その翌日のCTにて
小脳虫部を中心とした小脳出血、上行性テント切痕ヘルニアを認め、緊急開頭血腫
除去術を施行。術後脳血管撮影を施行するも塞栓部の再開通はなく、その他出血源
と考えられる所見は認めなかった。意識障害は遷延し、水頭症を認めたため脳室腹
腔シャント術を施行。最終的にはかろうじて開閉眼の指示動作は入るようになった
が、mRS 5の状態で療養型病院へ転院となった。【考察】椎骨動脈解離術後に小脳
出血へ至る原因として親血管閉塞に伴う血行動態の変化による出血という報告があ
り、今回の出血原因について過去の文献等を含めて考察する。
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DP-45-9
破裂で発症した椎骨動脈解離性脳動脈瘤に対する脳血管内治療の成績
毛利　正直（もうり まさなお）1、山野　潤（やまの じゅん）1、
白浜　翔平（しらはま しょうへい）1

1富山市民病院�脳神経外科

【目的】破裂で発症した椎骨動脈解離性脳動脈瘤に対して脳血管内治療を行った症
例について治療方法と治療成績について検討した。【方法】2003年から2020年に当
院で脳血管内治療を行った破裂椎骨動脈解離性脳動脈瘤の6例（男性 4、女性2、平
均年齢55.0歳）を対象とした。動脈瘤と後下小脳動脈（PICA）の関係（post PICA 
4、no PICA 2）、Hunt and Kosnik分類（grade I 4、grade III 2）。【結果】手術ま
での再破裂 1、脳血管内治療の時期（Day 0: 2、Day 1: 1、Day 3: 1、Day 4以降: 2）、
治療方法（internal trapping 3、proximal occlusion 2、ステント併用瘤内コイル塞
栓術 1）、治療に伴う合併症 0、退院時の転帰（GR 4、MD 2）【考察】破裂で発症
した椎骨動脈解離性脳動脈瘤に対して脳血管内治療を行い発症時のgradeが良好で
あれば転帰も比較的良好であった。ステント瘤内コイル塞栓術では再開通が多いと
の報告もあるが、現時点では再開通は出現していない。【結論】破裂で発症した椎
骨動脈解離性動脈瘤は発症年齢が比較的若く、特にステント併用瘤内コイル塞栓術
で治療した症例は再開通の出現がないかを長期間にわたりフォローすべきである。
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DP-45-8
血栓の消退に伴い瘤形が変化した血栓化椎骨動脈解離性動脈瘤の1例
南出　尚人（みなみで ひさと）1、高橋　宏典（たかはし ひろのり）1、
赤池　秀一（あかいけ しゅういち）1

1金沢市立病院脳神経外科

【症例】53歳女性。（主訴）頭痛（家族歴）特記すべきものなし。（既往歴）子宮筋
腫、健診で高血圧を指摘されたことあり。（現病歴）22:30頃に後頭部痛あり、風邪
薬内服して就寝した。夜間に嘔吐あり。翌朝、大量に嘔吐して倒れているのを家族
に発見され、救急搬送された。（入院時現症）血圧137/88mmHg、脈拍96/分。JCS30、
GCS7:E2V1M4、H＆KG4、WFNSG4、発語なし、四肢麻痺を認めた。（画像所見）
頭部CTにてくも膜下出血、水頭症を認めた。頭部MRIのBPAS画像で右椎骨動脈
解離性動脈瘤（VADA）と診断した。3DCTAでは明らかな脳動脈瘤の描出なし。
DSAにて右椎骨動脈は低形成。左椎骨動脈撮影にて逆行性に動脈瘤の一部が描出さ
れ、右血栓化VADAと診断した。（入院後経過）Day1に脳室ドレナージ施行した。
徐々に意識障害の改善あり。Day7にCTAにて右椎骨動脈瘤の描出あり。DSAにて
右VADA（PICA involved type）と診断し、PICAを温存して脳動脈瘤塞栓術

（internal trapping）施行した。Day25に水頭症に対し右脳室腹腔短絡術施行。また、
眼科で右硝子体出血、テルソン症候群と診断された。Day41のDSAで動脈瘤の再描
出あり、右椎骨動脈中枢側に塞栓術を追加した。術後に右延髄外側症候群を呈した。
Day69に回復期病院へ転院、右小脳性運動失調残存、mRS2。【結論】血栓の消退に
伴い瘤形が変化した血栓化椎骨動脈解離性動脈瘤の1手術例を報告した。初回の血
管撮影で動脈瘤が描出されなくても、血栓化VADAの場合は血栓の消退に伴い、動
脈瘤が描出されることがあり、慎重な経過観察と時期を逃さない適切な治療を行う
必要があると考えられた。
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DP-45-15
破裂解離性動脈瘤治療後に経験した腹腔内出血2例の検討
村上　敏春（むらかみ としはる）1、藤田　大義（ふじた たいぎ）1、
清水　久央（しみず ひさお）1、出口　潤（でぐち じゅん）1

1市立奈良病院脳神経外科

【はじめに】くも膜下出血発症の破裂解離性動脈瘤に対しては、再出血予防目的に
直逹術もしくは血管内治療が検討される。今回、血管内治療後に、腹腔内出血を呈
した2症例を経験したため、文献的考察を加えて報告する。【経過】症例1は56歳女
性　突然の激しい頭痛を認め当院受診。造影CTAにて右椎骨動脈解離によるくも
膜下出血と診断。同日、脳血管内手術施行(internal trapping)。発症2週間後に嘔気
嘔吐を認め、腹部造影CTにて膵十二指腸動脈の動脈瘤と後腹膜血腫を認めたため、
放射線科で塞栓術施行。症例2は51歳男性　突然の激しい頭痛を認め当院受診。頭
部CTAにて右内頸動脈解離によるくも膜下出血と診断。発症3日目に脳血管内手術
施行(stent assist coiling)。発症3週間後に突然の血圧低下を認め、ショックバイタ
ルとなる。腹部造影CTにて膵十二指腸動脈領域に後腹膜血腫を認め、放射線科で
塞栓術施行。【考察】血管内治療では、術後抗血小板薬を使用しているため、一度
出血合併症が起きれば重篤化する場合が多い。場合によっては突然死の原因にもな
り、頭蓋内血管解離の場合には、腹腔内動脈瘤の可能性の認識も必要と考えられた。

10453

DP-45-14
オーバーラッピングステント併用コイル塞栓術にて治療した破裂解離
性脳動脈瘤の2症例
石和田　宰弘（いしわだ ただひろ）1、芳村　雅隆（よしむら まさたか）2、
今村　繭子（いまむら まゆこ）1、青柳　傑（あおやぎ まさる）1

1塩田記念病院脳神経外科、2土浦協同病院脳神経外科

【緒言】破裂解離性脳動脈瘤(DA)の治療において、確実な止血を得るには母血管閉
塞が最も有効であるが、母血管温存が必要となる症例が存在する。母血管を温存す
る目的で破裂急性期にオーバーラッピングステント併用コイル塞栓術(OLSAE)を行
い、良好な経過をたどった2症例を報告する。【症例1】43歳女性。Hunt & Kosnik 
gradeIのくも膜下出血(SAH)。破裂右椎骨動脈DA(11mm)を認め、左側椎骨動脈が
低形成であったため、第2病日にOLSAEを施行した。Enterprise2を留置して、jail
法にてコイル6本で塞栓し、2本目のEnterprise2をオーバーラップさせた。術後合
併症はなく、mRS 0にて自宅退院、術後16ヶ月時点で再発はない。【症例2】55歳女
性。Hunt & Kosnik gradeIのSAH。破裂右内頸動脈前壁DA(1.6mm)を認め、虚血
耐性が乏しいと判断し、第1病日にOLSAEを施行した。小径コイル2本にて動脈瘤
を塞栓して、Enterprise2を2本オーバーラップして留置した。術後合併症はなく、
mRS 0にて自宅退院、術後9ヶ月時点で再発はない。2症例とも治療当日に二重抗血
小板療法(DAPT)のloadingを行ない、現在も継続中であるが出血性合併症は見られ
ていない。【考察】２症例とも整流効果を期待してclosed cell stentをオーバーラッ
ピングさせた。母血管の走行角度の変化による整流作用が得られる可能性がある。
また、再出血予防効果を高めるため、小型瘤であっても可能な範囲で瘤内塞栓を行
うことが有効と考える。ステント血栓症予防のためDAPTは必須であるが、破裂急
性期の使用及び継続期間に関しては課題が残る。【結語】DAPTに関する課題が残
るが、母血管温存が必要な破裂DAに対するOLSAEは有効な治療である。
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DP-45-13
PICAが関与する破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対しステント併用コイ
ル塞栓術の治療経験
辻本　吉孝（つじもと よしたか）1、千原　英夫（ちはら ひでお）1、
北村　泰佑（きたむら たいすけ）1、阿河　祐二（あがわ ゆうじ）1、
友寄　龍太（ともよせ りゅうた）1、阪本　宏樹（さかもと ひろき）1、
近藤　大祐（こんどう だいすけ）1、小倉　健紀（おぐら たけのり）1、
波多野　武人（はたの たけと）1

1小倉記念病院脳神経外科

【背景】出血発症の椎骨動脈解離性動脈瘤(VADA)は早期に再出血をきたしやすく, 
迅速かつ確実な治療が重要とされる. 迅速で母血管温存が可能であるステント併用
コイル塞栓術(SACE)の報告が増加しているが, PICAが関与するVADAではPICA
温存のために解離腔へのtight packingは行わず, stent留置し不完全閉塞で治療を終
える症例がある. 今回PICAが関与する出血発症VADAに対しSACEを行った2症例
を報告する.

【症例1】58歳男性. VADAによるSAHに対し解離の近位側に分岐するPICAの温存
のためdome fillingでのSACEを施行した. 翌日再出血がないことを確認し鎮静を解
除したがPOD6に再出血を認め, 母血管閉塞と外減圧術を行うもPOD9に死亡し
た.【症例2】44歳男性. 解離血管の正常壁側からPICAの分岐を認めるVADAによ
るSAHに対し, 解離腔へのtight packingをさけるためdome fillingで治療を終了し
た. 前者の経験からPOD3のDSAまでは鎮静を継続し, DSAで解離腔残存を認めた
ため追加のstent留置を行い, POD19にmRS:grade0で退院となった.

【考察】PICAが関与するVADAに対し不完全閉塞で治療を終えた場合は, 早期に再
出血しやすいことから再出血への警戒が必要である. 症例1では術翌日に塞栓状況を
確認する前に鎮静を解除したことが再出血の一因となったと考えられた. その経験
から症例2では塞栓状況を確認するまで鎮静を継続し, 必要に応じて追加ステント留
置行い良好な経過が得られた. 不完全閉塞で初回治療を終えた症例では追加治療の
必要性を評価するまでは鎮静管理を継続する必要があると考えられた. 

【結語】PICAの関与を伴う出血発症VADAに対するSACEでは追加治療の是非を
判断するまでは鎮静管理が望ましいと考える.
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DP-45-12
一側の脳幹梗塞と対側の破裂によるくも膜下出血をきたした両側椎骨
動脈解離の1例
西嶌　泰生（にしじま やすお）1、石川　修一（いしかわ しゅういち）1

1石巻赤十字病院脳神経外科

【背景】両側椎骨動脈解離性病変に対する確立した治療法はなく個々の病態に応じ
た治療が求められる。今回我々は一側の閉塞性病変による延髄梗塞発症後数日後に
対側の破裂によるくも膜下出血をきたした両側椎骨動脈解離症例を経験したので報
告する。【症例】55歳男性。左顔面のしびれを主訴に左延髄外側梗塞の診断で入院
した。第3病日に左椎骨動脈の不整な狭窄が明らかとなり左椎骨動脈解離として保
存的加療を継続した。しかし第5病日に突然の頭痛を訴えたのち心肺停止状態となっ
た。蘇生処置後はごく短時間でJCS-20まで改善した。CTでくも膜下出血を認めて
脳血管撮影を施行したところ、今度は右椎骨動脈の不整な拡張所見(PICA-involved 
type)をみとめた。これが出血源と判断した。この時点で左椎骨動脈は左PICA起始
部のすぐ遠位で閉塞しかけていた。左側に進行中の閉塞性解離病変があることから
右側の解離部のtrappingは脳底動脈の虚血による重度の脳幹梗塞を生じる恐れが
あった。バイパスで容易に解決できる病態でもないと判断した。治療として右側の
解離部にステントを重ねて再破裂予防をおこなうこととした。LVIS 2枚を解離部を
十分にカバーするようにoverlapさせて留置した。術後のMRIでは入院時の左延髄
外側梗塞以外の新規の虚血巣は生じず、第26病日に施行した血管撮影では解離部の
不整な拡張は修復されつつあった。幸い急性期は再破裂することなく経過し、第30
病日にmRS 2でリハビリ転院した。【考察】ステント留置による椎骨動脈解離の再
破裂予防に関してはまだ確立されてはいない．しかし両側病変で少なくとも一側の
順行性の血流は維持すべきときには治療選択肢の一つになり得ると思われた。
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DP-46-4
頭蓋外内動脈解離を繰り返したintracraial arterial 
dolichoectasia の一例
入江　恵一郎（いりえ けいいちろう）1、林　直樹（はやし なおき）1、
原田　彰雄（はらだ あきお）1、鈴木　健太（すずき けんた）1、
苧坂　直博（おさか なおひろ）1

1おさか脳神経外科病院

【はじめに】Intracraial arterial dolichoectasa（以下：IADE） は脳血管が異常に延
長、蛇行、拡張する疾患である。有病率や病態など、これまでに確立された疾患概
念はない。IADEにおいて血管異常が引き起こされる原因は不明であるが、Matrix 
metalloproteinases (以下：MMPs)の過剰発現によって内膜が肥厚し、脆弱な血管
壁に解離が起こることが病態形成に関わっているという報告がある。同様にMMPs
は腹部大動脈瘤、解離の形成にも関連しているという報告があり、今回、我々は頭
蓋外内動脈解離を繰り返したIADEの一例を経験したので、文献的考察を加えて報
告する。【症例】46歳、男性。右片麻痺を自覚し当院へ救急搬送となった。入院時
現症は意識清明、上肢MMT2、下肢MMT0の運動麻痺があり、MRIにて左前大脳
動脈解離による脳梗塞を認め、更に脳底動脈直径の拡大によりIADEと診断した。
当院入院し抗血小板薬を内服し経過を見ていた。入院後10日目に右上下肢の違和感
を認めたため、MRIを施行すると左内頚動脈頚部に新規の解離所見、左大脳半球に
散在性の梗塞巣を認めた。また腹部CTにて上腸間膜動脈の内膜肥厚を認めた。外
科的介入は行わず治療を抗凝固療法に変更した。その後、新たな動脈解離は認めず、
内頚動脈頚部の径不整は徐々に改善し、mRS:2で退院となった。【まとめ】IADEの
原因は依然として不明であるが、MMPsの過剰発現により内膜が肥厚し脆弱になっ
た血管が解離することが病態に関わっている可能性がある。本症例のようにIADE
を認める患者が頭蓋内外の血管に多発性の解離を生じ、上腸間膜動脈の内膜肥厚を
伴っていることはMMPsの過剰発現が全身性に起こっていることを支持するかもし
れない。
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DP-46-3
頭痛発症の椎骨動脈解離の診断と治療
伊藤　理（いとう おさむ）1,2、阿部　悟朗（あべ ごろう）1,2、尤　郁偉（ゆう いえ）1,2、
吉野　弘子（よしの ひろこ）1,2、石橋　秀昭（いしばし ひであき）2、
鈴木　聡（すずき さとし）2

1福岡輝栄会病院脳卒中センター脳血管内治療科、
2福岡輝栄会病院脳卒中センター脳神経外科

頭痛のみで発症する頭蓋内椎骨動脈解離は、MRIを中心とした画像診断の進歩、担
当科医師の意識向上により日常診療において遭遇する機会が増えている。頭痛発症
例については出血および虚血発症例に比べ転帰良好例が多く、頭痛に対する対処療
法と解離の進行防止および血管再生を期待して降圧療法、スタチンの投与などの内
科的加療が行われていると思われるが、経過観察の頻度、期間およびその治療つい
ては定まったものはない。最近、頭痛発症の椎骨動脈解離5例を経験したので、椎
骨動脈解離の診断および治療について報告し、最近導入した MRIの血管壁イメー
ジングの有用性についても考察する。【症例1】51歳男性。左の後頭部痛のみで発症、
MRIでは脳梗塞は認めず、左椎骨動脈解離と診断。14カ月後、病変は改善あるも残
存。【症例2】52歳男性。右の後頭部痛と一過性の左手足のしびれ感で発症、MRIで
は脳梗塞は認めず。両側の椎骨動脈解離と診断。3カ月後、左の病変はほぼ正常化
したが、右の病変の拡張を認め、発症から4か月後にステント併用コイル塞栓術を
施行。【症例3】49歳女性。右後頭部痛と一過性の左上肢の異常感覚で発症、MRIで
は脳梗塞は認めず、右椎骨動脈解離と診断。3カ月後、病変はほぼ正常化した。【症
例4】48歳男性。右後頭部痛のみで発症、MRIで脳梗塞を認めなかった。右椎骨動
脈解離と診断、MRIの血管壁イメージングが診断、経過観察に有用であった。【症
例5】55歳男性。増強する頭痛と一過性の左半身のしびれ感で発症、MRIでは脳梗
塞を認めなかった。両側の椎骨動脈解離（右は閉塞、左にpearl&string sign）と診
断、MRIの血管壁イメージングが診断、経過観察に有用であった。
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DP-46-2
急速に増大した椎骨動脈解離性動脈瘤の１例
岡田　博史（おかだ ひろふみ）1、弦切　純也（つるきり じゅんや）3、
奥村　栄太郎（おくむら えいたろう）2、大塚　邦紀（おおつか くにとし）1、
須永　茂樹（すなが しげき）1、鬼塚　俊朗（おにづか としあき）1、
橋本　孝朗（はしもと たかお）2、神保　洋之（じんぼ ひろゆき）1

1東京医科大学八王子医療センター脳神経外科、2東京医科大学脳神経外科、
3東京医科大学八王子医療センター救命救急センター

【はじめに】椎骨動脈解離性動脈瘤の自然歴に関しては様々な報告がある。わずか
１ヶ月の経過で、形態が変化した事を脳血管撮影で確認されたのは比較的稀である。
今回我々は、急速に進行した椎骨動脈解離性動脈瘤に対して血管内治療を行なった
症例を経験したので報告する。【症例】46歳女性。突然の右後頭部痛、めまい、左
上肢感覚障害が出現し救急搬送された。来院時、右顔面麻痺、構音障害、左上肢感
覚障害を認めた。MRIで延髄右側に脳梗塞像を認め、MRAで右椎骨動脈の描出不
良、壁不整があり、右椎骨動脈解離に伴う右延髄梗塞の診断で、保存的治療目的に
神経内科へ入院となった。入院後より抗血小板薬が投与された。経過良好で、発症
１ヶ月後にリハビリ目的に転院し、発症２ヶ月後にはmRS1で自宅退院した。発症
３ヶ月後のMRIで、右椎骨動脈外側に膨隆状の変化が描出されたため当科へ紹介と
なった。脳血管撮影で、右椎骨動脈解離性動脈瘤（長径7mm、短径3.5mm）を認め
た。膨隆部位はPICAよりproximalであった。1ヶ月後に血管内治療によるinternal 
trappingを施行した。ガイディング留置後の右椎骨動脈撮影で、動脈瘤の頭側に瘤
状の増大を認めていた。治療中に右PICA近傍までコイルが一部逸脱したが、スネ
アを用いて回収している。最終的に、左椎骨動脈撮影では、右PICA、右ASAまで
血流があり、動脈瘤は造影されない事を確認し、手技を終了した。【結論】増大傾
向を示す、椎骨動脈解離性動脈瘤に対しては、破裂予防目的になるべく早期の治療
を検討する必要があると思われた。
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DP-46-1
動脈解離に起因する急性期虚血性脳卒中に対する血管内治療
近藤　竜史（こんどう りゅうし）1、石原　正一郎（いしはら しょういちろう）1、
上宮　奈穂子（うえみや なほこ）1、掛樋　善明（かけひ よしあき）1、
中館　雅志（なかだて まさし）1、神宮　隆臣（しんぐ たかおみ）1、
都築　伸介（つづき のぶすけ）2、徳重　一雄（とくしげ かずお）2

1埼玉石心会病院脳血管内治療科、2埼玉石心会病院脳神経外科

【目的】本研究の目的は，動脈解離に起因する急性期虚血性脳卒中の特徴を明らか
にし，治療法確立の端緒とすることである．【方法】2017年11月から2019年11月に，
当院で急性期血管内再開通療法を受けた脳梗塞患者134例のうち，動脈解離に起因
する5例を対象とした．検討内容は，解離部位，脳虚血の発症機序，治療内容，お
よび転帰である．【結果】患者背景は，平均年齢45.6歳(26-69歳)，男性4例，NIHSS 
17.0(3-40)．解離部位は，頭蓋内椎骨動脈(V4 segment)2例，頭蓋外椎骨動脈(V3 
segment)1例，頭蓋内内頚動脈1例，および頚部内頚動脈1例であった．脳虚血の発
症機序は，解離部を塞栓源とする動脈原性塞栓症(遠位塞栓型)1例，解離部自体の
閉塞または高度狭窄(局所閉塞型)2例，および両者の合併(重複型)2例であった．治
療内容は，遠位塞栓型では塞栓性閉塞部の血栓回収単独，局所閉塞型ではステント
留置単独，重複型では塞栓性閉塞部の血栓回収と解離閉塞部へのステント留置の複
合であった．全例でTICI2B以上の有効再開通が得られた． 4例(75%)で3ヶ月後の
mRS0-2が達成された．【結論】動脈解離に起因する急性期虚血性脳卒中においては，
虚血発症機序に応じた血栓回収療法とステント留置術の複合治療が有効である．
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DP-46-8
虚血発症の前大脳動脈解離に対してA3-A3バイパスおよびラッピン
グ術を施行した1例：症例報告
井上　雄貴（いのうえ ゆうき）1、大山　裕太（おおやま ゆうた）1、
宇野　健士（うの たけし）1、宮本　倫行（みやもと みちゆき）1、
田中　純一（たなか じゅんいち）1、山根　文孝（やまね ふみたか）1、
松野　彰（まつの あきら）1

1帝京大学医学部附属病院

【緒言】虚血発症の前大脳動脈解離の報告例は比較的少なく、治療方針は一定の見
解が得られていない。今回、我々は本疾患に対して解離の拡大を認め、A3-A3バイ
パス併用下にラッピング術を施行した1例を経験したので文献的考察を行い報告す
る。【症例】41歳 男性。頭痛と左半身の脱力を主訴に当院受診。頭部MRIでは、両
側前大脳動脈領域に小梗塞巣、MRAでは右A2~A3にかけて紡錘状拡張を認めた。
頭部CTでは前大脳動脈に一致する石灰化を認め、虚血発症の右前大脳動脈解離の
診断とした。画像フォロにて梗塞巣の拡大や頭蓋内血流の低下は認めなかったもの
の、動脈瘤の一部に拡大傾向を認めた。解離部より2本A3の分岐あり血管内治療で
の閉塞は困難と判断し開頭術を選択した。術中所見では、右A2は暗赤色で紡錘状
に拡張し2本のA3分岐まで病変の進行あり、解離所見と矛盾していなかった。出血
予防のため同部位にラッピングを行い解離進行による脳梗塞の再発を予防するため
にA3-A3バイパス術を施行した。術後の血管造影では、バイパス血管の開存および
解離には形状変化を認めなかった。【考察および結語】前大脳動脈解離は比較的若
年男性に多く、主訴は頭痛、片麻痺が多いとの報告があり本症例と一致する。出血
発症の前大脳動脈解離にバイパス併用トラッピング術を選択した報告が多いが、虚
血発症に対する手術報告は少ない。本症例は瘤の増大および解離部からA3の分枝
も認め血管内治療より開頭術を選択した。開頭術では病巣の観察も可能で選択肢の
一つとなると考えられた。

10951

DP-46-7
動脈解離による急性脳底動脈閉塞症に対し2度のステント留置術を施
行した一例
櫻井　玲（さくらい れい）1、山本　司郎（やまもと しろう）1、
井出　裕季子（いで ゆきこ）1、木村　陽子（きむら ようこ）1、
永野　恵子（ながの けいこ）1、山上　宏（やまがみ ひろし）1

1国立病院機構大阪医療センター

【症例】19歳男性。深夜まで飲酒後、午前7時に帰宅途中で嘔吐し、その後反応が鈍
くなったため当院救急搬送。来院時、意識障害・重度の構音障害・右上下肢麻痺を
認めNIHSS スコアは6であった。MRI　DWIで橋腹側梗塞、MRAでBA閉塞、T1
強調画像でBA内腔にdouble lumenを疑う所見を認めた。動脈解離による急性BA
閉塞と考えDAPTローディングし血行再建術を施行。DSAにてBAはAICA遠位部
で閉塞し、右ICA造影ではP-comを介して両側PCAおよびBA topが描出された。
Trevo 4*30を右PCA P2から展開し、右P1からBA midでステントストラットが充
分開くことを確認後リシースして回収。同部位に対しEnterprise2 4.5*23を留置し、
BAは再開通が得られた。ステント拡張は良好で明らかな血栓や残存狭窄は無かっ
た。術後はDAPT継続し、神経学的所見も徐々に改善していた。第13病日にfollow 
up DSAを施行したところ、右P1部でEnterprise2の遠位端がcorningによる狭窄を
認め、その遠位の描出が不良であった。P1部閉塞による視床梗塞の発症を懸念し、
シロスタゾールの追加投与を行った上で、第18病日に再治療を行い、ステント狭窄
に対しNeuroform Atlas 3.0*21を右P2からBA遠位部にかけて留置。Enterprise2遠
位端の狭窄は解除され、右PCAの血流も改善した。NIHSSスコアは3まで改善し、
第33病日にリハビリテーション目的に転院となった。3ヵ月後mRS スコアは0。【考
察】Trevoの試験留置により解離の診断と真腔確保の確認が有用であった。また屈
曲部に留置したEnterprise2がcorningによるステント狭窄をきたし、再治療を要し
た。閉塞機序に応じた最適なステントの選択や留置位置に注意する必要がある。

10942

DP-46-6
両側椎骨動脈解離にて進行性の椎骨脳底動脈の血行不全を生じた1例
小山　佳輝（こやま よしき）1、辻　栄作（つじ えいさく）1、林　宣秀（はやし のぶひで）1、
岡田　秀雄（おかだ ひでお）1、桑田　俊和（くわた としかず）1

1和歌山ろうさい病院�脳神経外科

はじめに：椎骨動脈解離の全体的な発生率は100,000あたり約1～1.5であり、 頸動脈
および椎骨動脈の自然解離はすべての虚血性脳卒中の約2％であることが知られて
いる。また椎骨動脈解離は若年・中年層の虚血性脳卒中の10～25%の原因疾患であ
るが、両側椎骨動脈解離の報告は少ない。症例：49歳女性、X日からの後頚部痛が
あり、X＋3日に近医にて頭部MRAを施行され左椎骨動脈の解離性動脈瘤を指摘。
X＋6日に当院初診時では明らかな神経学的異常所見は認めなかったがMRAにて右
椎骨動脈の描出不良となっており同日の血管撮影では右椎骨動脈は閉塞しており、
左椎骨動脈の解離性動脈瘤とその遠位部の狭窄が確認できたが、保存的加療を行っ
た。X＋10日にMRAで脳底動脈の描出低下と左椎骨動脈の解離性動脈瘤遠位部で
の狭窄が増悪を認めたため無症候ではあるが血管内治療が必要と判断し全身麻酔下
に左椎骨動脈にEnterpriseを留置した。術後経過は良好でX＋22日には狭窄の再発
なく解離性動脈瘤の縮小を認めた。考察：両側椎骨動脈解離の進行による急性脳虚
血の報告は少なく発症頻度や自然歴はよくわかっていない。本例は発症初期にMRA
で進行性の椎骨脳底動脈領域の血行不全に対し血管内治療の選択で治療しえたので
その経過を報告する。

10376

DP-46-5
ステント留置術を施行した急性期解離性椎骨動脈狭窄症の1例
寺園　明（てらぞの さやか）1、近藤　康介（こんどう こうすけ）1、
内野　圭（うちの けい）1、安藤　俊平（あんどう しゅんぺい）1、
中田　知恵（なかだ ちえ）1、渕之上　裕（ふちのうえ ゆたか）1、
桝田　博之（ますだ ひろゆき）1、原田　直幸（はらだ なおゆき）1、
周郷　延雄（すごう のぶお）1

1東邦大学�医学部�医学科�脳神経外科学講座�(大森)

【はじめに】椎骨動脈解離性病変は、血管の狭窄や瘤形成によって脳梗塞やくも膜
下出血をきたす疾患として知られるが、近年は画像診断の進歩によって頭痛精査で
発見される症例が増えている。今回我々は、解離痛で発症し保存的加療中に解離の
進行により小脳梗塞を併発した1例を経験したので、文献学的考察を加えて報告す
る。【症例】54歳、男性。突然の右後頚部痛とめまいで救急搬送された。来院時は
意識清明で、血圧は230/110と高値だった。強い後頚部痛を訴えたが項部硬直は認
めず、四肢麻痺や知覚鈍麻は無かった。頭部CTで明らかな新規病変は認めなかっ
た。頭部MRIでは急性期脳梗塞を認めず、MRAで右椎骨動脈解離が疑われたため
入院となった。即日、脳血管撮影検査を施行したところ、PICA分岐部を含む右VA
に狭窄を認め、急性期解離病変と診断された。頭蓋内の血流は対側VAから補われ
ていた。この時点では明らかな神経症状の出現は無く、疼痛も改善傾向にあったた
め保存的加療の方針とした。しかし、第4病日に施行したMRIで同側の小脳梗塞を
認め、再度脳血管撮影検査を施行したところ、解離の進行によってPICAは描出さ
れ な か っ た。 後 頚 部 痛 の 増 悪 も み ら れ た た め に 緊 急 で ス テ ン ト 留 置 術
(NeuroformAtlas 4x21mm)を施行したところ、血流改善を認めた。その後は再発無
く後頚部痛は消失し、自宅退院となり経過観察中である。【考察】椎骨動脈解離性
病変は病態予測が困難な場合が少なくなく、本症例のように無症状でも急性期にお
いては頻回にフォローを行う必要がある。また、保険適応外ではあるが、狭窄病変
に対しては動脈瘤用ステントの有用性が期待できると考えられた。
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DP-47-4
内頚動脈解離に起因する脳塞栓症に対し血栓回収術を施行した１例
請田　裕人（うけた ひろと）1、松原　啓祐（まつばら けいすけ）1、
阿部　肇（あべ はじめ）1、三木　一徳（みき かずのり）1、佐藤　博明（さとう ひろあき）1

1東京警察病院脳血管内治療科

【はじめに】内頚動脈解離に起因する脳塞栓症に対し血栓回収術を施行した1例を報
告する。

【症例】36歳男性。入浴後に突然発症の右共同偏視、左片麻痺にて発症後40分で来
院した。意識レベルは清明、NIHSS 16であり来院時に心房細動をみとめなかった。
頭部CTにて右側頭頭頂葉に低吸収域あり、頭部MRAではM2閉塞とACA distal閉
塞、MRI DWIで前頭葉にも淡く高信号域あり、DWI-ASPECTS 6点であった。急
性期脳塞栓症と診断し、画像所見と臨床症状にmismatchを認めることから血栓回
収術を行った。それぞれの閉塞部位に対してステントリトリーバーと吸引カテーテ
ルを使用し血栓回収を行いTICI IIbで手技を終了した(発症から180分)。回収され
た血栓の病理所見はフィブリンと赤血球主体の新鮮血栓で、粥腫内容物を認めな
かった。入院後のMRIでM2閉塞の再発を認めた。手技による解離も疑われたが壁
内血腫を示唆する所見はなく、抗凝固療法にて再開通が得られた。塞栓源精査を
行ったが心原性を示唆する所見はなく、来院時のMRIとDSA画像を見返すと頸部
内頚動脈に膨隆と内部に血栓疑う所見あり塞栓源と考えられた。解剖学的に右茎状
突起とC2横突起に挟まれる場所であり解離が原因と考えられた。左上肢麻痺は残存
しmRS3にて第35病日に回復期リハビリテーション病院に転院となった。

【考察】術前後あわせて3回同側に再発しており、内頚動脈解離部からの塞栓が強く
疑われた。治療にあたってはMRA元画像を含めアクセスルートの詳細な評価が必
要であると痛感した症例である。今後解離部へのコイル塞栓やステント留置が考慮
される。

10987

DP-47-3
前方・後方循環の同時多発的解離に対してステント留置術が奏功した
1例
下田　祐介（しもだ ゆうすけ）1、金子　貞洋（かねこ さだひろ）1

1北海道医療センター

【背景】無症候性の血管解離が経時的に形態変化が進行した際に，どのような治療
戦略をとるべきかに関して evidence は確立していない．前方・後方循環の同時多
発的解離の急性期に内頚動脈ステント留置術 CASが奏功した1例を経験したので，
その有用性に関して治療戦略を交えて報告する．【症例】40歳 女性．持続する頭痛
を主訴に近医から紹介．MRIで左頚部内頚動脈と両側椎骨動脈に解離性病変を認め
た．神経学的脱落所見なく経過し，脳梗塞も出現せずに経過したが，MRAで形態
変化が出現．経過観察のみではさらに形態変化が進行し症候性の病態へと進展する
と考え，後方循環への血流負荷を減少させる目的に左内頚動脈にステントを留置す
る方針とした．術前精査で解離部の前長は約41mm．同日 Aspirin 300mg と
Clopidgrel 300mgをloading doseした後，解離部分にPRICISE PROを2枚重ねるよ
うに留置した CAS を実施した．血管内治療に伴う合併症なく経過．ステント拡張
は良好で，椎骨動脈の形態変化も改善した．mRS 0で退院．術後6週間の経過で再
発はない．【結語】解離による狭窄・血行動態の変化を改善させる目的に急性期ス
テントを実施することは，他の血管にかかる血流負荷を改善させる意味合いもあり，
患者背景によっては，急性期にCASを考慮しても良いと思われた．

10980

DP-47-2
当院における特発性内頚動脈解離に対する血管内治療
西山　弘一（にしやま ひろかず）1、松本　博之（まつもと ひろゆき）1、
井澤　大輔（いざわ だいすけ）1、土岐　尚嗣（とき なおつぐ）1

1岸和田徳洲会病院脳神経外科

【はじめに】特発性内頚動脈解離は非常に稀な疾患であるが、解離部の狭窄、閉塞
や動脈瘤様の拡張をきたし、若年性脳梗塞の原因となることが知られている。今回
当院で特発性内頚動脈解離に対して血管内治療を行った7症例について報告する。

【対象】過去9年間で治療を行った7症例、年齢38～71歳、男性5例、脳梗塞発症が4
例、頭痛発症が1例、出血発症の椎骨動脈解離に合併したものが1例、無症候性が1
例であった。【方法】全例局所麻酔下で鼠径穿刺によるステント留置術を行った。仮
性動脈瘤を合併した3例で瘤内コイル塞栓術も行った。3例でParodi変法、4例は
protectionなしで行った。6例で解離部分をカバーするのに2本以上のステントが必
要であった。全例で解離部の良好な拡張が得られ、フォローアップでは再狭窄を認
めず仮性動脈瘤は消失していた。【考察】特発性内頚動脈解離では、解離腔は頸部
内頚動脈から頸動脈管にまで及ぶことが多く、その範囲を把握することが重要であ
る。病変を全てカバーするためには複数のステントが必要となることが多い。また
瘤形成を伴うものに対してはラフパッキングでも瘤の消失を得ることができる。【結
語】特発性内頚動脈解離に対するステント留置術は有効であると思われる。

11014

DP-47-1
当院における特発性頭蓋外内頚動脈解離に対する頚動脈ステント留置
術の検討
坂田　佑輔（さかた ゆうすけ）1、新保　淳輔（しんぼ じゅんすけ）1、
渡邉　緑（わたなべ みどり）1、磯貝　将（いそがい まさる）1、
岩淵　洋平（いわふち ようへい）1、渋間　啓（しぶま さとし）1、
関谷　可奈子（せきや かなこ）1、中村　公彦（なかむら きみひこ）1、
渡部　正俊（わたなべ まさとし）1、森田　健一（もりた けんいち）1

1新潟市民病院脳卒中科

【背景】特発性頭蓋外内頚動脈解離は，動脈原性塞栓または血行力学的機序で脳梗
塞を合併する．外科的治療の有効性を示すエビデンスはないが，抗血栓療法を行っ
ても脳梗塞を再発する場合などに頚動脈ステント留置術（CAS）を考慮することと
される．当院で経験した特発性頭蓋外内頚動脈解離症例を検討し，治療の有効性と
安全性を考察した．【方法】2008年7月～2020年6月の12年間に当院へ入院した特発
性頭蓋外内頚動脈解離7症例の臨床的特徴を検討した．【結果】発症年齢は中央値49
歳で，男性が6例であった．症状は虚血発症が2例，頭痛が先行し虚血を呈したのが
4例，頭痛のみが1例であった．解離病変は内頚動脈起始部には認めず，起始部より
1椎体レベル以上遠位から錐体部移行部直下までであった．保存的治療が3例（抗血
栓療法2例，頭痛のみの症例では安静・血圧管理）で，4例にCASを施行した．CAS
施行例は，3例が急性期血行再建（塞栓性機序に対し1例，血行力学的機序に対し2
例）で，1例は慢性期に施行した．全例でclosed-cellステントを選択し，手技は全例
で成功した．術後症状の悪化なく，ステント閉塞や出血性合併症はなかった．全例
が術後経過良好であった．【考察】虚血発症の特発性頭蓋外内頚動脈解離には急性
期CASを要する症例があり，適切な治療判断により良好な転帰を得られる．
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DP-47-8
血管内治療中に発生した線維筋性異形成の医原性解離の3例
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、塚田　哲也（つかだ てつや）1、
後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、大塚　崇史（おおつか たかふみ）1、
加藤　直毅（かとう なおき）1、中野　瑞生（なかの みずき）1

1名古屋大学脳神経外科

【目的】血管内治療の際にしばしば線維筋性異形成(FMD)患者に遭遇する。FMD患
者の血管は通常より損傷しやすいという報告があるが血管内治療での合併症の報告
は少ない。FMD患者に医原性解離を起こした3例を経験したので文献的考察を含め
て報告する。

【症例1】58歳女性、左ICPC瘤に対しコイル塞栓術(TAE)を施行。String of beads 
sign(SBS)を認めFMDと診断。IC cervical部のガイディングカテーテル(GC)からワ
イヤーを出した際に解離に気がついた。TAE後、解離腔の著明な拡大を認めたが
解離entry部にステントを2枚留置し偽腔内への血液流入は消失した。

【症例2】61歳男性、右内頚動脈瘤に対しpipeline留置術を施行。SBSを認めFMDと
診断。IC cervical部へNavienを誘導した際に解離した。Pipeline留置後に解離部に
ステントを留置した。

【症例3】60歳女性、左ICPC瘤に対しTAEを施行。SBSを認めFMDと診断。IC 
cervical部へGCを誘導した際に解離した。ICAが閉塞したため先にステントを留置
しその後TAEを行った。
3例とも偽腔の拡大や術後神経症状の悪化なく経過した。

【考察】2016年1月から2019年12月の間に血管内治療を行った1218例のうちFMDは
11例(0.9%)に認め、そのうち27.3%で医原性解離を認めた。報告は少数に限られる
が脆弱でtortuousなFMD血管を通じて治療を行うことは医原性解離のリスクを上
昇させると考えられている。またFMD患者でも慎重な操作により合併症を回避で
きたとする報告もある。FMDと診断したらより愛護的な手技を心がけることが安
全に治療を行う上で重要である。

【結語】FMD患者の血管は脆弱であり、血管内治療においては愛護的な操作が必要
であり治療モダリティの変更も考慮するべきである。
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DP-47-7
内頚動脈解離での経皮的脳血栓回収術では機械的に血管内膜を剥離し
得る
井上　文（いのうえ あや）1、加藤　大地（かとう だいち）1、
渡辺　大介（わたなべ だいすけ）1

1イムス東京葛飾総合病院脳卒中・脳血管外科

【緒言】内頚動脈解離は本邦では稀な疾患であるが，解離に伴うAtoA遠位塞栓に対
し，超急性期に経皮的脳血栓回収術を行う報告は近年増加している．様々な方法で
血栓回収が行われているが，有効で安全な確立した治療方針は定まっていない．今
回，我々は特発性頚部内頚動脈解離に伴うAtoA塞栓に対し，超急性期に血栓回収
を行い，解離血管周囲の血管内膜を剥離した症例を経験した．

【症例】45歳の特に既往のない男性が意識障害と右麻痺，失語を主訴に救急搬送さ
れた．頭部MRIでは左内頚動脈閉塞の所見で，経皮的脳血栓回収術を行う方針とし
た．脳血管撮影では内頚動脈起始部から解離しており，錐体前部で閉塞していた．
吸引カテーテルでのADAPTを２回，ステントリトリーバーと吸引カテーテルを併
用したcombined technicで３回の計５回再開通療法を行い，再開通を得られた．し
かし５回目のcombined technicでの治療時に血栓とともに円柱状の物体がステント
と吸引カテーテルの間に挟まれた状態で回収され，病理検査で血管内皮であること
が確認された．解離血管にステント留置を行ったが，内膜が剥離されたと考えられ
る部分は徐々に解離性動脈瘤となった．後日コイル塞栓術を行い，回復期リハビリ
テーション病院へ転院となった．

【結語】内頚動脈解離に血栓回収術を行うと機械的に解離血管内膜を剥離し得る．脳
血栓回収術におけるcombined technicの有用性は確立しているが，動脈解離に伴う
血栓回収では危険な手技である可能性がある．渉猟し得たなかで経皮的脳血栓回収
術に伴う内膜剥離の報告はなく，今後の診療の一助となると考え報告した．

10367

DP-47-6
頚部内頚動脈のfenestrationと頚部内頚動脈解離を併発した一例
枝木　久典（えだき ひさのり）1、春間　純（はるま じゅん）1、西　和彦（にし かずひこ）1、
山岡　陽子（やまおか ようこ）1、高橋　悠（たかはし ゆう）1、
平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、
杉生　憲志（すぎう けんじ）1、伊達　勲（だて いさお）1

1岡山大学大学院�脳神経外科

【諸言】脳血管における窓形成(fenestration)の多くは前交通動脈や椎骨脳底動脈系
で確認できるが、頚部内頚動脈では非常に稀であり、その報告は少ない。今回、頚
部内頚動脈fenestrationと特発性内頚動脈解離を併発したと考えられた一例を経験
したので報告する。

【症例】50歳代、男性。外傷の既往のない頚部痛を主訴に近医を受診し、MRIで頚
部内頚動脈解離を指摘され当院に紹介となった。虚血症状を認めなかったため画像
フォローを行っていたが、解離腔が画像上改善しないため、ステント留置に踏み切
る方針とした。術前CTAでは、内頚動脈起始部から約3cm遠位とさらにその4cm
遠位に２ヶ所の解離性病変が疑われたが、遠位部はfenestrationと判別ができなかっ
た。治療前に20%希釈造影剤を使用したcone-beam CTで、近位部は明確に偽腔を
確認でき、遠位部はfenestrationと考えられた。以上から、fenestrationは経過観察
とし、近位病変のみにCarotid Wallstent 8*21mmをフィルタープロテクション下に
留置した。術後神経学的脱落所見を認めず、現在まで無症状で経過している。

【考察】Fenestrationと解離性病変とは鑑別に難渋することがある。頚部内頚動脈で
のfenestrationは非常に稀であり、特に本症例において鑑別が困難であった。Cone-
beam CTで確認すると、分岐直後の近位部と遠位部の病変は非連続性であり、遠
位端病変で血管内壁はsmoothであることから同部位の解離性病変の除外診断が可
能となり治療方針の決定に有用であった。

【結語】内頚動脈のfenestrationは稀であるが、症例報告は散見される。Fenestration
と動脈解離の診断に難渋した場合は、様々なmodalityを利用した正確な病態診断が
重要になる。

10471

DP-47-5
頭蓋外内頸動脈瘤に対して血管内治療を施行した2症例
戸村　九月（とむら ながつき）1、松本　修太郎（まつもと しゅうたろう）2、
吉川　響（よしかわ ひびき）2、本郷　剛（ほんごう たけし）2、
阿部　浩征（あべ ひろゆき）2、小林　夏樹（こばやし なつき）2、
松永　成生（まつなが しげお）2、周藤　高（しゅうとう たかし）2

1横浜労災病院脳神経血管内治療科、2横浜労災病院脳神経外科

【背景】頭蓋外頸動脈瘤は罹患率0.3~0.6%と稀な病態であり、自然歴に関しては未
だ十分に解明されていない。臨床像として血栓形成による脳梗塞や、増大時には圧
迫症状が知られているが、治療方針に関しても一定の見解は出ていない。今回、当
科で血管内治療を行った頭蓋外内頸動脈瘤２例を、文献的考察を加えて報告する。

【症例】１例目は51歳男性、特発性左内頸動脈解離に対する保存加療後に増大傾向
を認めたため治療を行った。動脈瘤は10mm大でcarotid canal近位に存在し、Precise
を留置する際に母血管の適切な位置への誘導に難渋したが、transcellでの良好な塞
栓ができた。２例目は40歳男性、左MCA閉塞に対する血栓回収療法を施行する際
に、同側頸部内頸動脈に最大径25mmの動脈瘤を認めた。入院加療後の塞栓源精査
では明らかな原因を認めず、責任病変と判断して治療を行った。母血管にPrecise
を展開した後に、jailしていたmicro catheterにtranscellを追加してdouble catheter
での塞栓を行った。stent内へのcoil逸脱の評価が良好なviewが取れず困難であっ
た。いずれの症例も治療に関連する合併症は認めなかった。

【考察】頭蓋外内頸動脈瘤に対する血管内治療は、直達手術に比して高い安全性と
有効性が複数報告されている。選択肢としてはステント単独あるいはコイル塞栓の
併用が一般的である。適応外でcoverd stentが選択肢と考えられるが、高い合併症
率の報告も見られ使用には注意が必要と考える。

【結語】頭蓋外内頸動脈瘤に対する血管内治療2症例を報告した。動脈瘤の部位や大
きさ、母血管に対する動脈瘤形状に応じて適切な治療を選択することで、血管内治
療は安全かつ有効な治療となりうる。
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DP-48-3
Trousseau症候群に起因する脳梗塞患者における脳血管内治療の検
討
田中　健一郎（たなか けんいちろう）1、神谷　雄己（かみや ゆうき）1、
栗城　綾子（くりき あやこ）1、宮内　淑史（みやうち よしふみ）1、
加藤　悠太（かとう ゆうた）1、和田　隆秀（わだ たかひで）1、
藤井　隆史（ふじい たかし）1、飯塚　奈都子（いいづか なつこ）1、
光樂　泰信（みつら やすのぶ）2、阪本　有（さかもと ゆう）2、和田　晃（わだ あきら）2、
池田　尚人（いけだ ひさと）2

1昭和大学江東豊洲病院脳神経内科、2昭和大学江東豊洲病院脳神経外科

【背景と目的】Trousseau症候群(TS)は悪性腫瘍による血液凝固能亢進によって脳
梗塞を発症する病態であるが、TSを背景とした脳梗塞患者に対する脳血管内治療
に関しての検討は少なく、当院の患者をもとに検討した。【対象】本検討ではTSは
上記病態を背景に脳梗塞をきたしたと考えられ、心房細動を伴う心原性脳塞栓症や
動脈原性脳塞栓症など他に疑われる病態がないものと定義した。その定義に合致し、
脳塞栓症をきたして当院にて脳血管内治療を行った連続10症例を対象とした。【結
果】患者10人のうち5人が男性で、平均年齢66.9歳、治療前のNIHSSの中央値は15
点であった。脳血管内治療前のtPA実施を1人に行っている。背景となる悪性腫瘍
は肺癌が5人で最も多く、組織分類では腺癌が8人と最も多かった。塞栓機序は経食
道心エコーまで行えた6人で特定でき、卵円孔開存を伴う下肢静脈血栓が4人で非細
菌性血栓性心内膜炎が2人であった。脳血管内治療にて全例でTICI 2b以上の再開通
を得られ、10人のうち4人が退院時にmRS 2以下へ改善した。しかしながら3人が退
院時のmRS 6であり、そのうち2人は治療後に症候性の頭蓋内出血をきたしていた。
そして3ヶ月後のmRSは10人中9人が6という結果であった。【結語】TSに起因する
脳梗塞患者は血小板減少などtPA禁忌の状態であることが少なくないため脳血管内
治療の役割は大きく、脳血管内治療にて神経学的所見が十分改善する患者が半数弱
いたが、背景病態や治療結果にかかわらず３ヶ月後の予後は不良であった。予後が
短い患者の残された時間のQOLをよりよくするため、治療合併症のリスクが高い
ことを念頭に置き、注意して脳血管内治療を行っていく必要がある。

10988

DP-48-2
Trousseau 症候群による脳塞栓症に対する血栓回収療法
横山　林太郎（よこやま りんたろう）1、能代　将平（のしろ しょうへい）1、
金　相年（きん そうねん）2、佐藤　亮太（さとう りょうた）1、
坂下　恭也（さかした きょうや）2、大瀧　雅文（おおたき まさふみ）1

1帯広厚生病院脳神経外科、2札幌医科大学医学部脳神経外科

【諸言】Trousseau 症候群は悪性腫瘍に伴う血液凝固亢進により脳卒中を生じる病
態であるが、同症候群に対する血栓回収療法を行った報告は少なく、有効性も明ら
かとなっていない。今回われわれは、Trousseau 症候群による脳塞栓症に対する血
栓回収療法の治療成績を後方視的に検討をしたので報告する。

【方法】2016年4月以降に当施設で血栓回収療法を施行した症例のうち、Trousseau 
症候群と診断した症例を対象とし、治療結果と転帰について検討した。

【結果】対象となったのは、6例(男性3例、平均77.3歳)であった。IV-tPAは3例で施
行し、Puncture to Reperfusion time（P2R time）は平均37.3分、TICI 2b以上の有
効再開通率は全例で得られた。4例で回収した塞栓子の病理診断を行ったが、腫瘍
細胞や異型細胞は確認されなかった。治療48時間後におけるNIHSS 8点以上の改善
は2例、90日後のmRS 0-2は2例、mRS 3-5は3例、mRS 6は1例であった。

【考察】Trousseau 症候群は悪性腫瘍に合併する血栓症および非細菌性血栓性心内
膜炎に起因する全身性塞栓症と理解され、予後不良である。同症候群による脳塞栓
症では、術後や化学療法後の血球減少などにより、IV-t-PAが適応外になることが
想定されるため、血栓回収療法が機能的改善に果たす役割は大きく、余命期間の
ADL・QOL維持に寄与する可能性がある。症例の選択や有効性を明らかにするた
めに、更なる症例の集積が必要であると考えられた。

10610

DP-48-1
脳主幹動脈閉塞を繰り返したのち冠動脈閉塞も来したTrousseau症
候群の一例
坂井　翔建（さかい しょうた）1、鶴崎　雄一郎（つるさき ゆういちろう）1、
森田　隆雄（もりた たかお）1、三木　健嗣（みき けんじ）2、
井上　大輔（いのうえ だいすけ）2、芳賀　整（はが せい）2、
有廣　昇司（ありひろ しょうじ）1

1九州労災病院脳血管内科、2九州労災病院脳神経外科

【背景】Trousseau症候群は担癌患者における過凝固状態が関連した脳梗塞として
広く認知されており、多発性の病変を来すことが多い。繰り返す脳主幹動脈閉塞に
対して血栓回収療法を要し、更に冠動脈閉塞も来した症例を経験したため報告する。

【症例】67歳女性。左共同偏視、全失語、右片麻痺（NIHSS:25点）で搬送され、頭
部MRIで左M1閉塞を認めた。直ちにt-PA投与を開始し血管内治療に移行した。
Combined technique (Solitaire 4×40mm、AXS Catalyst7)で再開通を得た後、症状
は消失した（NIHSS:0点）。血液検査で凝固線溶系の異常を認め、造影CTで膵癌原
発の多発転移が疑われたためTrousseau症候群と診断した。深部静脈血栓症も認め
エドキサバン30mgの内服を開始したが、第4病日に再度失語・右片麻痺が出現し初
回と同一部位が再閉塞していた。血管内皮障害による再閉塞を疑い、2回目は
ADAPT (AXS Catalyst7)で治療を行い再開通を得た。抗凝固薬はヘパリンの持続
静注へ変更した後、自宅退院に向けて皮下注射へ切り替えたが、第13病日に胸痛が
出現し、冠動脈造影で左前下行枝（#7）の閉塞を認めたためPCIを施行し再開通を
得た。術後はヘパリンの持続静注へ戻し厳密なAPTTの調整を行った。原疾患の治
療のため、第20病日に外科に転科となった。【考察】Trousseau症候群による脳主
幹動脈閉塞例は少なく、また同一頭蓋内血管の再閉塞例も稀である。今回、短期間
で複数の臓器に塞栓症を繰り返す例を経験し、再閉塞の原因としてstent retriever
による物理的な要因に加えて担癌状態における血管内皮機能異常の関連性が疑われ
たため、文献的考察を加えて報告する。
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DP-47-9
外傷性頸部内頚動脈解離の１例　
木村　尚平（きむら しょうへい）1、宇津木　聡（うつき さとし）2

1東戸塚記念病院脳神経外科、2湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科

内頚動脈解離は本邦では比較的稀な疾患である。我々はそのうち、外傷によると思
われた頸部内頚動脈解離が原因となった急性期脳梗塞に対し、tPAを用いた急性期
血栓溶解療法および、待機的ステント留置術を施行した1例を経験したので報告す
る。
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DP-48-7
血栓回収療法を施行した担癌患者の血栓性解析
山口　泉（やまぐち いづみ）1、兼松　康久（かねまつ やすひさ）1、
島田　健司（しまだ けんじ）1、山本　伸昭（やまもと のぶあき）2、
曽我部　周（そがべ しゅう）1、宮本　健志（みやもと たけし）1、
石原　学（いしはら まなぶ）1、山本　雄貴（やまもと ゆうき）2、
高木　康志（たかぎ やすし）1

1徳島大学脳神経外科、2徳島大学脳神経内科

【背景】近年、急性期脳梗塞治療の領域において主幹動脈閉塞症に対する血栓回収
療法は確立された治療方法となり広く施行されている。癌患者はその病状悪化とと
もに凝固能亢進状態が惹起され、血栓性合併症が誘発される。癌に関連した様々な
血栓形成機序が報告されており、通常の心原性脳塞栓症とは血栓性状が異なること
が推察されるがその詳細はまだ分かっていない。本研究では主幹動脈閉塞症で血栓
回収療法を施行した癌患者の血栓性状を組織学的に検討した。【方法】2014年1月か
ら2019年12月まで徳島大学脳卒中センターStroke Registryに登録された血栓回収
療法を施行した脳梗塞患者は151例であり、そのうちActive cancerを有し、血栓病
理が提出されていた8血栓について組織学的検討を行うこととした。【結果】該当血
栓の脳梗塞の原因をTOAST分類で分けると、Cardioembolism 5例、Stroke of 
undetermined etiology 3例であった。免疫組織染色において、前者は赤血球とフィ
ブリンに富んだ赤色血栓、後者は血小板とフィブリンからなる白色血栓が示唆され
る所見を認めた。【結論】癌患者の主幹動脈閉塞血栓は血栓形成の機序の違いによ
り、血栓性状も異なることが伺われる。

10571

DP-48-6
Trousseau症候群による脳主幹動脈閉塞に対する急性期血栓回収術
の検討
内田　将司（うちだ まさし）1、伊藤　英道（いとう ひでみち）1、日高　岳（ひだか がく）1、
川口　公悠樹（かわぐち きみゆき）1、田中　雄一郎（たなか ゆういちろう）1

1聖マリアンナ医科大学脳神経外科

【目的】Trousseau症候群は悪性腫瘍に伴う凝固亢進状態により脳梗塞を生じる。
Trousseau症候群による脳主幹動脈閉塞に対し血栓回収術を行った自験例を後方視
的に検討した。

【対象と方法】2016年4月 -2020年6月に血栓回収術を行った 85例のうち7例が
Trousseau症候群で検討対象とした。年齢は平均69.1歳、男性2例、発症時のNIHSS
は平均12.6、rt-PA投与は1例であった。悪性腫瘍の背景、発症時のDダイマー値、
血栓回収の方法と成績(TICI grade・P2R)、回収された血栓の病理所見とMRIの
susceptibility vessel sign(SVS)について検討した。

【結果】悪性腫瘍の病期はStage3が2例、Stage4が5例であった。発症時のD-ダイ
マーは平均21.8(8.4-44.9)μg/mlと高値であった。血栓回収は吸引カテーテルとステ
ント併用で全例試みたが、3例はマイクロカテーテルのlesion crossが困難であり吸
引カテーテルのみで行った。lesion crossが可能であった症例も血栓は強固であり苦
慮した。5例(71.4%)は1PASSでTICI3が得られたが、1例はTICI2b、1例は3PASS行
うもTICI2aで終了した。P2Rは平均47.7(20-134)分であった。TICI2b-3の6例で血栓
の回収に成功した。肉眼的にはいずれも白から黄色の弾性に強いものであった。病
理学的には全例フィブリンを主体とし炎症細胞を含んでいた。5例で術前にMRIを
施行しており、いずれも血栓部分はSVS陰性であった。

【結論】Trousseau症候群による脳主幹動脈閉塞例はD-ダイマーが高値であり病態
把握の一助となりうる。また通常の血栓と異なりフィブリンに富んだ強固なもので
あり、SVS陰性と相関する。今回の対象例の治療成績は良好で、Trousseau症候群
においても血栓回収術は有効な治療との感触を得た。
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DP-48-5
血栓回収療法後の DOAC 内服下に脳塞栓症を再発しトルーソー症候
群の診断となった一例
宮崎　格（みやざき ただし）1、足立　明彦（あだち あきひこ）1、
脇田　翔吾（わきた しょうご）1、布瀬　善彦（ふせ よしひこ）1、
米山サーネキー　智子（よねやまさーねきー ともこ）1、中村　道夫（なかむら みちお）1

1成田赤十字病院

【はじめに】血栓回収療法後に脳塞栓症と判断した場合、当院では塞栓源の確定前
でも DOAC を開始することが少なくない。DOAC 内服下に脳塞栓症を再発し、入
院後に肺癌が診断されたトルーソー症候群の一例を経験したので報告する。

【症例】69歳女性で左 M1 閉塞に対して ｔPA、血栓回収療法を施行。塞栓源不明
ながら DOAC の内服を開始し、POD11 に ｍRS2 で自宅退院。喘息の既往に加え 
CT で無気肺を認めて呼吸器内科併診。POD44 に左 M1 閉塞を再発し再度血栓回
収療法を施行。腫瘍マーカーの高値を認め、生検で肺腺癌が確定してトルーソー症
候群と診断。ｍRS2 で自宅退院し、抗癌剤治療を開始している。

【考察】トルーソー症候群の機序として一部の腫瘍マーカーの関与が提唱されてい
る。FDP、Dダイマーの上昇が特徴とされるが本症例では比較的軽度の上昇に留ま
り、むしろ腫瘍マーカーの高値が目立った。再発予防ではワーファリンに比してヘ
パリンの有効性が示される一方で DOAC については見解の確立に至っていない。
当院で血栓回収療法後に悪性腫瘍が診断されたもう一例も DOAC 内服下に再発し
ており、充分ではない可能性が高いが運用の面ではヘパリンが難しい状況もある。
抗凝固薬以上に悪性腫瘍の治療で凝固機能亢進をコントロールすることも求められ
てくる。本症例では肺に腫瘤影が疑われながら抗凝固薬などを理由に検査が先送り
になった経過があった。非侵襲的な腫瘍マーカー検査がより早期の診断と治療介入
につながった可能性も考えられた。

【結語】DOAC 内服下でも早期に再発したトルーソー症候群の一例を経験した。腫
瘍マーカーによる低侵襲な検査が早期の診断確定に役立つ可能性も考えられた。

10817

DP-48-4
Trousseau症候群により発症した中大脳動脈塞栓に対して血栓回収
療法を行い，Edoxabanによる抗凝固療法で再発を抑制した1例
江田　大武（えだ ひろたけ）1、木村　麗新（きむら よりよし）1、
加川　隆登（かがわ たかと）1

1国立病院機構浜田医療センター脳神経外科

【緒言】
Trousseau症候群は悪性腫瘍に伴う血液凝固亢進により脳卒中を生じる病態である．
近年の脳主幹動脈閉塞症による急性期脳梗塞に対する血栓回収療法のエビデンスが
確立されたが，本症候群による血栓回収療法を行った報告は過去に数例のみしかな
い．またその後の抗凝固療法に関しては未分画ヘパリンまたは低分子ヘパリンが有
効とされているが，注射製剤しかないため長期管理には不向きである．今回われわ
れは，血栓回収により症状改善が得られ，その後もEdoxabanによる抗凝固療法を
行うことで再発を防ぎ得た1例を経験したので報告する．

【症例】
73歳女性，膵頭部癌および多発肝転移病巣があり他院で抗がん剤治療を受けていた．
X日4時15分に右麻痺と失語を発症した．38分後に当院に救急搬送された．来院時
JCS3，NIHSS10であり右不全片麻痺および全失語の状態であった．頭部MRIで左
中大脳動脈M1以遠の信号消失を認めた．DWIで信号上昇はなくD-ASPECTS11で
あった．詳細不明の悪性腫瘍既往があり，出血リスクを考慮してrt-PA療法は行わ
ず血栓回収療法を行うこととした．搬入から1時間7分で穿刺を開始し，Trevo 
provue 6.0/20mmおよびAXS Catalyst 6の併用使用による1passでTICI3の再開通
が得られた（発症から再開通まで3時間50分）．術後抗凝固療法は未分画ヘパリンで
早急に開始し，発症10日後からEdoxabanによる抗凝固療法にスイッチした．その
後，脳梗塞以外の塞栓症を含め再発なく経過し，抗がん剤治療も再された．



JSNET_抄録03_デジタルポスター‐ 123

10174

DP-49-3
当院におけるdistal radial approachからの脳血管造影の経験
小林　優也（こばやし ゆうや）1、佐々木　哲郎（ささき てつお）2、
神谷　圭祐（かみや けいすけ）3、奥村　学（おくむら がく）1、
森泉　輝哉（もりいずみ てるや）1、永松　清志郎（ながまつ きよしろう）1、
清水　雄策（しみず ゆうさく）1、阿部　大志郎（あべ たいしろう）2、
佐藤　篤（さとう あつし）2、本郷　一博（ほんごう かずひろ）2

1伊那中央病院脳神経内科、2伊那中央病院脳神経外科、3昭和伊南病院脳神経外科

【背景】循環器領域では, 近年左側手背のsniff box位置からの, distal radial approach
が行われている. 検査中の姿勢が安楽であり, 通常のradial approachと遜色なく手
技が行え, 待機的な手術適応となる場合radial arteryが温存でき, 検査後手関節の圧
迫固定がないため患者の負担軽減されるなどの多様なメリットがある. 【目的】従来
のsniff boxからのapproachよりもさらに末梢側に位置する, 長母指伸筋腱を超えた
位置からの穿刺による診断で経験した, 同部位からの診断angiographyの安全性, 有
用性, 注意点について検討する. 【方法】当院で診断angiographyを前述の方法で施
行した患者は15名おり, 検査内容について検討を行なった. 【結果】[穿刺]3名が穿刺
困難であり, 内2名はspasmでガイドワイヤー挿入が困難, 内1名はdeep palmar arch
を介してulnar artery側へガイドワイヤーが迷入しsheathのcannulationが困難で
あった. いずれも女性であった. 3名ともに, 通常のradial approachに移行し, sheath
の挿入は問題なく行うことができた. 1/3の症例で皮膚が硬いためcuttingを必要と
した. [angiography] 通常のradial approachと異なる事象はなく, 全例で完遂が可能
であった. [止血] 1例を除き, 12例は10分圧迫止血後に, 動脈用ステプティで2時間圧
迫止血後解除したが止血トラブルはなかった . 2例は専用の止血ディバイス
(PreludeSYNC distal)を使用したが問題なかった. 【考察】通常のradial approach, 
distal radial approachと比べて遜色なく, 安全な検査が可能であった. 

10702

DP-49-2
右上腕動脈アプローチでの左内頚動脈選択可否の検討
佐藤　悠（さとう ゆう）1、春間　純（はるま じゅん）1、杉生　憲志（すぎう けんじ）1、
菱川　朋人（ひしかわ ともひと）1、平松　匡文（ひらまつ まさふみ）1、
高橋　悠（たかはし ゆう）1、村井　智（むらい さとし）1、西　和彦（にし かずひこ）1、
山岡　陽子（やまおか ようこ）1、胡谷　侑貴（えびすたに ゆき）1、
伊達　勲（だて いさお）1

1岡山大学大学院�医歯薬学総合研究科

【緒言】脳血管撮影検査(DSA)では、橈骨動脈及び上腕動脈アプローチ (TBA)は大
腿動脈アプローチと比較して低侵襲で合併症は低いと報告されている。しかし、一
般的にTBAでは左内頚動脈(LICA)及び左外頚動脈の選択造影が困難な為、左側病
変の詳細な血管評価が必要な場合は大腿動脈アプローチが選択される。今回、TBA
でLICAが選択可能であった関連因子を後方視的に検討した。【対象と方法】2019年
4月から2020年5月までに左内頚動脈系の脳動脈瘤に対しTBAでDSAを行った連続
25例を対象とした。システムはテルモ社製オプチフラッシュ シモンズ型カテーテル
100cmとラジフォーカス0.035inchスタンダード・アングル型ガイドワイヤー150cm
を用い、検査は脳血管内専門医または脳血管内専攻医が行った。LICAを選択可能
でICA angiographyを施行したI群、選択不可能でCCA angiographyを施行したC
群に分類した。シモンズ型の角度は左総頚動脈基部にカテーテル先端が挿入された
状態でカテーテルの谷の角度(シモンズアングル)を計測した。年齢、性別、シモン
ズアングル、大動脈弓部の分岐形態を2群間で比較検討した。【結果】平均年齢は61
歳、性別は女性16例、男性9例であった。LICAが選択可能であったのは15例60％で
あった。I群15例とC群10例を比較すると、年齢とシモンズアングルで有意差を認
めた。ROC曲線でカットオフ値を求めると年齢が65歳未満と、シモンズアングル22
度以上が有意にTBAでLICAを選択できる因子であると算出された。【結語】TBA
でも60％でLICAを選択することが可能であり、年齢とシモンズアングルが有意な
因子と考えられた。
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DP-49-1
遠位橈骨動脈アプローチ -新たなアプローチルートとしての可能性-
田之上　俊介（たのうえ しゅんすけ）1、小野　健一郎（おの けんいちろう）1,2、
吉浦　徹（よしうら とおる）1,2、美山　真崇（みやま まさたか）1,2、
大川　英徳（おおかわ ひでのり）1,2、城谷　寿樹（しろたに としき）1

1三宿病院脳神経外科、2自衛隊中央病院脳神経外科

【目的】循環器領域では橈骨動脈アプローチが主流になり、近年では更に低侵襲な
方法として遠位橈骨動脈アプローチ(dTRA)も行われ始めている。脳血管内治療で
も新たなアクセスルートとなる可能性がある。 【方法】当院及び関連施設で行った
dTRAによる治療症例 25例の成功率及び合併症・術中イベントを後方視的に解析し
た。 内訳は血栓回収療法(MT) 8例、頚動脈ステント留置術(CAS) 6例、脳動脈瘤塞
栓術(coiling) 3例、経皮的血管拡張術 2例、腫瘍塞栓術 3例、その他の塞栓術 2例。 

【結果】全例手技を完遂できた。coiling直後の塞栓状況は全例 complete or near-
complete occlusion。MT では良好な再開通 (TICI ≧ 2b)は66.7%で得られた。全例
圧迫パッド付き絆創膏等で止血した。穿刺部合併症は無症候性橈骨動脈閉塞 1例。
術中イベントはG.C.の誘導難 7例、kinking ２例、デバイスの長さ不足 1例。これ
らは1 例を除き全て大動脈弓部がBovine type 以外の左内頚動脈誘導時に発生した。 

【考察・結論】種々の治療が全例で実施可能で、72% は容易にアクセスでき有効性
を感じた。また、止血の簡便さも魅力の一つである。したがって、dTRAは新たな
アクセスルートの一つとなり得る。ただし左内頚動脈への誘導に難渋することが多
く、デバイスの長さ不足やkinkingなども経験した。特有のテクニックや新たなデ
バイスの必要性を感じこれらは今後の課題である。 

10164

DP-48-8
多発性骨髄腫による過粘稠症候群からの脳梗塞に対し血栓回収療法を
施行した1例
木戸口　正宗（きどぐち まさむね）1、荒井　大志（あらい ひろし）1、
細田　哲也（ほそだ てつや）1、新井　良和（あらい よしかず）1

1市立敦賀病院

【背景】多発性骨髄腫は形質細胞が腫瘍化し単クローン性免疫グロブリンを大量に
産生、血液過粘稠を来し脳梗塞を発症することがある。今回、多発性骨髄腫による
過粘稠症候群にて脳梗塞を発症し血栓回収療法を施行した1例を経験したので報告
する。【症例】65歳、女性。右片麻痺、失語にて発症し当院救急搬送された。病着
時JCS 30、全失語、左共同偏視、右片麻痺(MMT 2/5)、NIHSS 25/42。多発性骨髄
腫に対して治療中であった。心房細動は認めず採血にて凝固異常も認めなかった。
MRIでは左MCA領域に新鮮梗塞(ASPECT 6/11)、MRAでは左内頚動脈起始部お
よび左M1に閉塞を認めた。比較的広範囲に梗塞を認めるも言語野の梗塞は認めて
おらずDWI-clinical mismatchが存在すると判断し血栓回収療法を施行した。吸引
カテーテルおよびstent retrieverを使用しTICI 2bの再開通を得た。右片麻痺は残
存するも失語はコミュニケーション可能な程度まで改善した(mRS 4)。血栓の病理
では悪性腫瘍は認めず血球成分と少量の多核白血球を認めるのみであった。経過中
に左総腸骨動脈、上腸間膜動脈、左下腿末梢静脈に多発性の血栓を認め多発性骨髄
腫による過粘稠症候群にて脳梗塞を発症したと考えられた。【考察】多発性骨髄腫
による過粘稠症候群にて脳梗塞を発症した症例は報告があるが、血栓回収療法を施
行した報告は渉猟した限り認めなかった。これらの事項等に関して若干の文献的考
察を含めて報告する。
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DP-49-7
7Frバルーンガイディングカテーテルを用いた右橈骨動脈アプローチ
による緊急脳血管内血行再建術の有用性
武澤　秀理（たけざわ ひでさと）1,2、日高　幸宏（ひだか ゆきひろ）3、
勝盛　哲也（かつもり てつや）4、深沢　良輔（ふかざわ りょうすけ）1、
青木　拓磨（あおき たくま）5、古丸　裕二郎（こまる ゆうじろう）5、
後藤　幸大（ごとう ゆきひろ）5、横矢　重臣（よこや しげおみ）5、
岡　英輝（おか ひでき）5、日野　明彦（ひの あきひこ）5、藤井　明弘（ふじい あきひろ）1

1済生会滋賀県病院脳神経内科、2済生会滋賀県病院�脳神経血管内治療センター、
3JCHO東京新宿メディカルセンター�脳神経血管内治療科、
4済生会滋賀県病院�放射線科、5済生会滋賀県病院�脳神経外科

【はじめに】緊急脳血管内血行再建術(ENER)において、バルーンガイディングカテ
－テル(BGC)を迅速に標的血管に留置することが重要である。しかし、前方循環系
の急性脳主幹動脈閉塞例で、type 3 archを有する右側病変やbovine archを有する
左側病変においては、経大腿動脈アプローチではBGCを病側内頚動脈に留置するの
に時間を要したり、難渋することがある。上記のような解剖学的特徴を持つ症例に
対し、右橈骨動脈に7Fr細径シースを留置し7FrBGC用いてENERを行ったので報
告する。【対象と方法】2019年10月から2020年3月の6か月間に、前方循環系の急性
脳主幹動脈閉塞に対して実施したENER 27例のうち、TREを実施した症例の、穿
刺からBGC留置までの時間、有効な再開通率、穿刺から有効な再開通までの時間を
後方視的に検討する。【結果】TREは5例(19%)あり、全例でBGC留置に成功した。
年齢(中央値)は85歳、男性が3例(60%)であった。右側病変が3例、左側病変が2例で、
M1閉塞が2例、M2閉塞が3例であった。治療前mRS(中央値)は1、治療前NIHSS（中
央値）は15、治療前MRI(DWI)またはCTのASPECTS（中央値）は9であった。右
橈骨動脈穿刺からBGCを病側内頚動脈に留置し撮影するまでの時間（中央値）は10
分で、全例20分以内であった。全例で吸引カテーテルを併用した。全例でmTICI2b
以上の有効な再開通を得て、3例(60%)でmTICI3の完全再開通を得た。穿刺から有
効な再開通を得るまでの時間(中央値)は、28分であった。1例で無症候性右橈骨動
脈閉塞を認めた。【結語】ENERにおいて、type 3 archを有する右側病変、bovine 
archを有する左側病変においてTREで迅速に有効な再開通を得ることができた。
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DP-49-6
経橈骨動脈アプローチによるCombined techniqueを用いた前方循
環急性期主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収術
黒岩　正文（くろいわ まさふみ）1、小山　淳一（こやま じゅんいち）1、
中村　卓也（なかむら たくや）2、花岡　吉亀（はなおか よしき）1、
堀内　哲吉（ほりうち てつよし）1

1信州大学医学部附属病院脳神経外科学教室、2一之瀬脳神経外科病院

【背景・目的】前方循環主幹動脈閉塞に対して、経大腿動脈アプローチによる機械
的血栓回収術が行われてきた。最近では、経橈骨動脈アプローチによる機械的血栓
回収術の報告もされているが、ステントのみの使用である。我々は、6Frシモンズ
型ガイディングシースを使い、経橈骨動脈アプローチによるCombined technique
を用いた機械的血栓回収術を3例経験したので報告する。

【症例】症例1: 92歳女性　左内頸動脈先端部閉塞。ADAPT および CAPTIVE 
techniqueを用いた。mTICI3。症例2: 88歳女性　右M2閉塞。ASPA without balloon 
catheterを用いた。mTICI3。症例3: 64歳女性。ASAP without balloon catheterお
よびCAPTIVE techniqueを用いた。mTIC2a。穿刺から再開通までの時間は、症
例1: 64分間、症例2: 54分間、症例3: 114分間であった。穿刺部の出血合併症や閉塞
といった合併症は認められなかった。

【結論】6Frシモンズ型ガイディングシースを使った経橈骨動脈アプローチによる
Combined techniqueを用いた前方循環急性期主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回
収術は、安全であり有用であると考えられた。

10304

DP-49-5
後方循環系の脳血管内治療におけるtransradial アプローチの有用性
と限界
大竹　沙織（おおたけ さおり）1、山内　利宏（やまうち としひろ）1、
稲葉　眞貴（いなば まき）1、桝田　宏輔（ますだ こうすけ）1、
松浦　威一郎（まつうら いいちろう）1、宮田　昭宏（みやた あきひろ）1、
橋本　憲一郎（はしもと けんいちろう）1、鈴木　浩二（すずき こうじ）1、
相川　光広（あいかわ みつひろ）1、古口　徳雄（こぐち のりお）1

1千葉県救急医療センター

【緒言】Transradial アプローチ(TRA)による血管内治療（EVT）は穿刺部合併症が
少ないことから、Transfemoral アプローチ(TFA)と比して安全なアプローチ法と
して注目されている。今回、当院においてTRAで行った後方循環系のEVTの症例
を後方視的に検証し、その有用性と限界を検討した。

【対象・方法】対象は2017から2020年に行った全18症例。鎖骨下動脈や椎骨動脈に
関する解剖学的計測から、カテーテルの誘導性・合併症を検討した。

【結果】EVTの内訳は動脈瘤：9例、血栓回収：6例、AVM：1例、AVF：2例であっ
た。TFAでのアクセス困難例は4例であった。アプローチに関連した合併症を生じ
た例は０例だった。アプローチした鎖骨下動脈に対する椎骨動脈の分岐角度の中央
値（n=17側）は84.4°、病変にアクセス不可だった2側は28°、48°と有意差を認めた。
また、鎖骨下動脈の頂点の動脈径と、同部位から椎骨動脈の分岐の高さの比をとる
と、全体の中央値は0.99、アクセス困難症例では2.0と高値であった。

【考察】TRAによるEVTは　安全で有効なアプローチ法との報告が近年散見され
る。しかし、椎骨動脈起始部の屈曲や蛇行がある場合はTRA・TFAのいずれでも
治療に難渋する。本例で計測した椎骨動脈の分岐角度や鎖骨下動脈径・椎骨動脈の
分岐部までの距離比はTRAによるEVTの可否に関与する可能性がある。

【結語】TRAは後方循環系のEVTに関して有用で安全なアプローチ法である。そし
て、鎖骨下動脈と椎骨動脈の分岐角・血管径の計測を術前に評価することはTRA
を選択する一助となる。
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DP-49-4
遠位橈骨動脈アプローチによる脳血管内カテーテル手技
錦古里　武志（きんこり たけし）1、渡辺　賢一（わたなべ けんいち）2、
加藤　直毅（かとう なおき）1

1岡崎市民病院脳神経外科、2岡崎市民病院放射線科

【目的】解剖学的嗅ぎタバコ窩anatomical snuffbox(AS)を走行する橈骨動脈の遠位
部分から進入する遠位橈骨動脈アプローチdistal radial artery approach(DRA)を脳
血管内手技に応用した。【手技】局所麻酔下にAS内で橈骨動脈を穿刺し、まず4F
シースを挿入した。シース造影で橈骨動脈に高度屈曲やスパズムがないことを確認
後、カテーテルまたはガイディングシースを標的血管に誘導した。手技終了後、ヘ
パリンは中和せずシースを抜去、ステプティと弾性テープで3時間圧迫した。【結果】
AS内で橈骨動脈が触知良好で、上肢からのアプローチが可能と判断した21例にDRA
を試み、18例でシース挿入に成功した。右手15例、左手3例。4F10例、5F1例、6Ｆ
7例。シース挿入に成功した全例で目的手技（20手技）を完遂した。内訳は診断脳
血管撮影5、脳動脈瘤コイル塞栓術5、頚動脈ステント留置術7、慢性硬膜下血腫に
対する中硬膜動脈塞栓術2、小脳脳動静脈奇形塞栓術1。手の虚血や機能障害など
DRAに関連する合併症を認めなかった。【考察】本法の穿刺部は浅いため、止血は
容易で長時間の圧迫も不要であり、術直後から離床が可能である。術者は通常手技
と同様の姿勢で施行でき、左手アプローチが必要な症例では特に有用性が高い。穿
刺部は通常の橈骨動脈より細いため注意が必要であるが、AS内で橈骨動脈が触知
良好な症例では十分施行可能である。【結語】DRAは患者にとってはより低侵襲で
あり、術者にとっても有益な方法である。上肢アプローチが可能でAS内で橈骨動
脈が触知良好な症例では一つの有用なアプローチ法となりうる。
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DP-50-1
バルーン閉塞試験におけるCT perfusionを用いた虚血耐性の評価
栗原　伴佳（くりばら ともよし）1、三上　毅（みかみ たけし）1、
金　相年（きん そうねん）1、宮田　圭（みやた けい）1、小松　克也（こまつ かつや）1、
木村　友亮（きむら ゆうすけ）1、飯星　智史（いいほし さとし）2、
平野　透（ひらの とおる）3、三國　信啓（みくに のぶひろ）1

1札幌医科大学医学部脳神経外科、
2埼玉医科大学国際医療センター救命救急センター脳血管内治療科、
3札幌医科大学付属病院放射線部

【背景】バルーン閉塞試験 (balloon test occlusion; BTO)は、手術の際に母血管閉塞
が必要となりうる巨大・大型動脈瘤や頭頚部腫瘍の術前精査として広く行われてい
る。本研究では、BTOにおける母血管閉塞時のCT perfusionの各種パラメーター
と血管撮影による側副血行路の評価、Stump pressure、INVOSとの相関を検討し
た。【対象・方法】当院で2012年3月から2019年7月の間に内頚動脈のBTOを施行し
た41例を対象とした。男性 15 例、女性 26 例、平均年齢は 57.1 歳である。疾患内
訳は、血管障害10例、腫瘍28例、感染3例であった。パラメーターはCBF、CBV、
MTT、TTPを算出し、対側値を基準として比や延長率 (%)を評価した。血管撮影
による側副血行路はCollateral Flow Grading Systemを用いてgrade 0 (側副血行路
なし) からgrade 4 (側副血行路良好)の5段階で評価した。Stump pressure、INVOS
は、同側における遮断前後の比 (%)を評価した。統計解析でCT perfusionのパラ
メーターとそれぞれとの相関を検討した。【結果】BTO時に41例中30例でCT 
perfusionを撮影した。血管撮影による側副血行路の評価において、grade 0、1 は 
0 例、grade 2 が 4 例、grade 3 が 17 例、grade 4 が 17 例であった。これらの
gradeは、CT perfusionにおける CBF  (ρ = 0.426; P = 0.021)、MTT (ρ = - 0.593; 
P = 0.001)、TTP (ρ = - 0.402; P = 0.034) と中等度の相関を認めた。また、Stump 
pressureはPerfusion CTにおけるMTT (ρ = - 0.513; P = 0.021)と中等度の相関を
認めた。【結論】BTO時のCT perfusionにおけるMTTは血管撮影による側副血行
路評価及びStump pressureと相関し、虚血耐性の評価に有用であると考えられた。
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DP-49-10
3D回転血管撮影により洞停止を来たした海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻
の１例
小嶋　篤浩（こじま あつひろ）1、嵯峨　伊佐子（さが いさこ）1、
神吉　秀明（かんき ひであき）2、根岸　美帆（ねぎし みほ）2、
岩間　隆史（いわま たかし）3

1さいたま市立病院脳神経外科、2さいたま市立病院循環器内科、
3済生会横浜市東部病院脳神経外科

【緒言】3D回転血管撮影（3D-rotational angiography; 3D-RA）は脳血管障害の診断
および治療において標準的に施行される検査法である。今回我々は、海綿静脈洞部
硬膜動静脈瘻(dural arteriovenous fistula; CSDAVF)の診断の際に施行した3D-RA
により洞停止を来たした症例を経験したので報告する。

【症例】心疾患の既往がない79歳女性。左動眼神経麻痺を主訴として当院を受診し
た。CSDAVFが疑われ脳血管撮影を施行した。左内頚動脈撮影の際には心電図上
の変化は認められなかったが、左内頚動脈から3D-RAを施行したところ洞停止を来
たした。直ちに胸骨圧迫を行い心拍は再開した。以降、除細動器を装着し他の血管
撮影を施行した。左外頚動脈からの3D-RA、左内頚動脈、左外頚動脈からのcone 
beam CTを施行した際にも一時的な徐脈を来たした。なお右頚動脈から3D-RAを
施行した際には不整脈は認められなかった。画像上、両側外頚動脈および左内頚動
脈硬膜枝から流入し両側下錐体静脈洞および左上眼静脈へ流出する両側CSDAVF
と診断した。後日、体外式ペースメーカーを装着したうえで、左CSDVFに対する
経静脈的塞栓術を施行した。術後左外転神経障害は改善し、合併症なく退院した。

【考察】頚動脈洞反射は頚動脈分岐部近傍での機械的操作によりしばしば誘発され
る。本症例において内頚動脈近位部から3D-RAを施行した際に認められた洞停止
は、造影剤の投与による頚動脈洞反射に起因すると考えらえた。本症例により、頚
動脈分岐部での3D-RAの合併症として洞停止が起こりうることが示唆された。

【結語】内頚動脈近位部からの3D-RAによりに洞停止を来たしたCSDAVFの症例を
経験した。
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DP-49-9
シモンズ型カテーテルが大動脈弁にトラップされ抜去困難となった1
例
玉置　亮（たまき りょう）1、中川　一郎（なかがわ いちろう）2、
飯田　淳一（いいだ じゅんいち）1、横田　浩（よこた ひろし）1、
堀内　薫（ほりうち かおる）1、森　康輔（もり こうすけ）1、
宮前　誠亮（みやまえ せいすけ）1、八重垣　貴英（やえがき たかひで）1、
田中　伯（たなか はく）1、下間　惇子（しもつま あつこ）1、
藤本　京利（ふじもと たかとし）3

1大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、2奈良県立医科大学脳神経外科、
3市立東大阪医療センター脳神経外科

【背景】シモンズ型カテーテルを大動脈弁で反転させる方法は経橈骨動脈アプロー
チでの脳血管撮影だけでなく、経大腿動脈アプローチでの血管内治療においてガイ
ディングカテーテル誘導が困難な場合にも使用される。シモンズ型カテーテルを大
動脈弁で反転させる際にカテーテルが捕捉され抜去困難となる稀な合併症を経験し
たため報告する。

【症例】66歳女性。未破裂脳動脈瘤術前精査の為に経橈骨動脈アプローチで脳血管
撮影を行った。4Frシモンズ型カテーテルを透視下にガイドワイヤー先行で上行大
動脈に進め、ガイドワイヤーを大動脈弁で反転させカテーテルを追従させシモンズ
型カテーテルの形状を作成した。カテーテルを引き戻して分枝にかけようとした際
にカテーテルがスタックした。大腿動脈穿刺を追加しPig-tailカテーテルを誘導し
大動脈造影を行うとカテーテルは大動脈弁の部位で不自然な曲がり方をしていた。
最終的にstiff-wireを入れて少しずつ引くことで抜去することができた。回収された
カテーテルには絞扼されたような圧痕が２か所生じていた。経胸壁心エコーでは弁
尖間から偏心性のjetを２か所逆流として認めており、大動脈弁の窓形成が示唆さ
れた。

【考察・結語】大動脈弁の窓形成は剖検例の62.7%に存在すると報告されており弁尖
辺縁部に多いとされている。元々存在した大動脈弁尖の窓形成部分を偶然ガイドワ
イヤーが通過し、カテーテルが追従して通過することでトラップされたものと考え
られた。稀な合併症であるが、大動脈弁反転操作の際にこうした事態が起こりえる
事を意識して愛護的操作を行う必要がある。

10035

DP-49-8
診断脳血管撮影の実用性・安全性についての評価　～3.3Frと4Fr診
断カテーテルを比較して～
中川　俊祐（なかがわ しゅんすけ）1、諌山　晃士郎（いさやま こうしろう）1、
樋口　直司（ひぐち ただし）2、廣中　浩平（ひろなか こうへい）1、
佐藤　俊（さとう しゅん）3、立山　幸次郎（たてやま こうじろう）1、
足立　好司（あだち こうじ）1、森田　明夫（もりた あきお）3

1日本医科大学武蔵小杉病脳神経外科、2博慈会記念総合病院脳神経外科、
3日本医科大学付属病院脳神経外科

【目的】脳血管撮影(cerebral angiography;CAG)は頭蓋内血管評価のgold standarad
である。また、脳血管内治療につながる手技として脳神経外科医が必ず習得すべき
である。一方で、MRAや3D-CTAの画像診断の発展に伴う低侵襲検査への移行や、
穿刺部出血(4％)や不可逆性の神経症状(0.5％)など合併症の問題があり近年その実
施件数は減少傾向にあり、より高い安全性が求められる。我々はCAGの安全性に
ついて、3.3Frおよび4Frカテーテルを用いた比較検討を行った。【対象と方法】期
間は2019年4月以降に行ったCAG、対象は3.3Fr48名、4Fr7名である。大腿動脈ある
いは上腕動脈穿刺でアプローチを行った。画像精度、sheathあるいはchatheter操
作に伴う合併症の有無を評価項目とした。【結果】穿刺部合併症は4Frで一例皮下血
腫を認めたのみであった。DWI陽性率は3.3Frで48症例中6例；12.5％(123側中8側；
6.5％)、4Frで7症例中1例；14.2％(14側中2側；14.3％)であった。神経学的異常所見
をきたした症例は認めなかった。画像精度は実臨床における評価に十分なもので
あった。【考察・結語】4FrでのDWI陽性率の高さは症例数の少なさに起因すると
思われた。また、DWI陽性になる症例は3.3Frでは全身ヘパリン化を行うことがで
きなかった出血例や開頭術後の症例が4例を占め、4Frではhalf stiffを使う必要があ
る動脈硬化の極めて強い症例であった。3.3Frカテーテルおよび4Fr診断カテーテル
ではDWI陽性率に有意差はなく、個々の症例に応じて適切な機材を選択し、慎重
な手技を心がけるべきである。
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DP-50-5
Curved multi planer reconstruction (Curved MRP)法を用いた
脳動静脈奇形ナイダス内の血管構造解析
中居　康展（なかい やすのぶ）1、石橋　智通（いしばし ともみち）2、
池田　剛（いけだ ごう）3、椎貝　真成（しいがい まさなり）4、
古西　崇寛（こにし たかひろ）4、上村　和也（うえむら かずや）3

1横浜市立脳卒中・神経脊椎センター血管内治療センター、
2筑波メディカルセンター病院�放射線技術科、
3筑波メディカルセンター病院�脳神経外科、4筑波メディカルセンター病院�放射線科

［緒言］脳動静脈奇形(AVM)はその複雑な循環動態もあって、ナイダス内の血管構
築を解析することは決して容易ではない。今回我々は3D-Rotational Angiography
で得られた画像を、Curved Multi Planer Reconstruction (Curved MRP)法を用いて
解析し、治療を行ったAVMの2例を経験したので報告する。［症例1］26歳男性。左
側頭葉大型AVMに対して陽子線治療後、MRIフォローで左側頭葉内に突出するナ
イダス内のvarixと周囲脳浮腫の顕在化を認めた。ナイダス内を経由してvarixに至
る経路をCurved MPR法で解析し、血管マッピングを用いて超選択的にvarix近傍
にアプローチして塞栓術を行い、varixの選択的閉塞が得られた。［症例2］17歳男
性。左頭頂葉AVMに対して陽子線治療後、MRIフォローで頭頂葉内に突出するナ
イダス内のvarix拡大を認めた。Curved MPR法を用いた血管マッピングでは、ナ
イダス内を経由したvarixへのアプローチはリスクが高いと判断し、Onyxを用いた
塞栓術の後に開頭AVM摘出術を施行して病変の根治を得た。［考察とまとめ］型
AVMに対するOnyxを用いた塞栓術や、出血点を狙った超選択的塞栓術などの治
療計画に当たり、詳細なナイダス内血管構造の解析が必要な状況は増えつつある。
Curved MPR法による血管マッピングは、従来の診断技術の延長で安全かつ容易に
導入可能で、塞栓術中のDSA所見とも良好に一致し、治療に際して極めて有用で
あった。

10721

DP-50-4
PETRA-MRAによるLVISステント併用脳動脈瘤コイル塞栓術後評価
佐藤　圭輔（さとう けいすけ）1、朝野　暁大（あさの あきひろ）2、
青木　洋（あおき ひろし）1、神宮字　伸哉（じんぐうじ しんや）1、
佐藤　大輔（さとう だいすけ）1、瀬戸　大樹（せと ひろき）1、
長谷川　仁（はせがわ ひとし）3、藤井　幸彦（ふじい ゆきひこ）3

1富山県立中央病院脳神経外科、2富山県立中央病院画像技術科、
3新潟大学脳研究所脳神経外科

【目的】PETRA-MRAを用いて，LVISステント併用脳動脈瘤コイル塞栓術後の評
価につき検証した.【方法】LVISを使用しステント併用コイル塞栓術を施行した6症
例7病変を対象とした.PETRA/TOF-MRA画像はSiemens Healthcare社製3T MRI
装置MAGNETOM Skyraを用いて同時に撮像し，DSA画像はキヤノンメディカル
シ ス テ ム ズ 社 製 Infinix Celeve-i INFX-8000V ま た は Philips 社 製 Allura Clarity 
FD20/15を用いて得た.DSA画像とPETRA/TOF-MRA画像とを比較し，コイル塞
栓術後状態についてはcomplete obliteration, neck remnant, body fillingの3分類で
評価し，ステントが留置された母血管の内腔描出については，その描出が良好であ
る結果を4点とし，1-4点の4段階で評価した．なお，ステント内腔の描出が2点以下
の場合は，塞栓術後の評価をunevaluableとした.【結果】内訳は，内頚動脈3例，前
交通動脈2例，脳底動脈先端部2例であった.使用ステントはLVIS：3例(内1例で
overlappingステント)，LVIS Jr.：4例(内1例でYステント)であった．DSAによる
塞栓術後評価では，neck remnant: 5例，complete obliteration: 1例，body filling：
1例であった. PETRA-MRAは7例中7例(100%)，TOF-MRAでは7例中2例(28.6%)で
DSAの術後評価と合致していた.ステント留置部の母血管内腔描出評価では，
PETRA-MRAは平均3.14±0.37点，TOF-MRAは2.00±1.00点であった． 【結論】LVIS
ステント併用脳動脈瘤コイル塞栓症例に対し，PETRA-MRAは塞栓術後評価とス
テント内腔の評価が可能な点で，術後画像フォローアップにおいて有効な手段と考
えられる.

10448

DP-50-3
Dual energy CTを用いた未破裂脳動脈瘤治療直後のContrast 
stainingの検討
高口　素史（こうぐち もとふみ）1、緒方　敦之（おがた あつし）1、
桃崎　明彦（ももさき あきひこ）1、増岡　淳（ますおか じゅん）1、
阿部　竜也（あべ たつや）1

1佐賀大学医学部脳神経外科

【はじめに】未破裂脳動脈瘤の血管内治療直後に施行された頭部CT検査において、
皮質や脳溝に沿って高吸収域（Contrast staining）が出現することは散見される。
その多くは無症状であるが、稀に神経症状を呈することがあり、造影剤脳症と称さ
れている。今回、Contrast staining（CS）の発生率および患者因子や治療因子、造
影剤使用量などとの関連性について検討した。【対象および方法】2017年1月から
2020年5月に瘤内コイル塞栓術を施行した未破裂脳動脈瘤の症例を対象とし、後方
循環の動脈瘤は除外した。CSの有無は、術直後にDual energy CT（DECT）を撮
影し、そのヨード成分を画像化したIodine map imageを用いて検討した。CSとの
関連性について、動脈瘤の部位や術後の症状、造影剤使用量などを検討項目とした。

【結果】63例の未破裂脳動脈瘤の症例うち14例が除外され、49例（distal ACA 3例、
Acom 12例、IC 33例、MCA 1例）について検討した。57%（28例/49例）の症例で
CSを認めた。内頚動脈瘤に比べて、前大脳動脈瘤の症例ではCSの陽性率は有意に
高かった。（p=0.040）。さらに、本検討では術後に神経症状を呈した症例はなかっ
たが、CSを認めた患者では術直後に嘔気を生じることが有意に多かった（p=0.003）。

【考察】これまでの報告と比べると、本検討でのCS陽性率は高く、DECTを用いる
ことにより検出率が向上したものと思われた。また全身麻酔の影響などの要因を考
慮する必要はあるが、術後の嘔気が造影剤の漏出により誘発されていることが示唆
された。

10789

DP-50-2
4D-Flowによる大型動脈瘤の観察
辻　篤司（つじ あつし）1、藤沢　亮（ふじさわ りょう）1、河野　浩人（かわの ひろと）1、
辻　敬一（つじ けいいち）1、吉村　弥生（よしむら やよい）1、
高木　健治（たかぎ けんじ）1、新田　直樹（にった なおき）1、
山田　茂樹（やまだ しげき）1、深見　忠輝（ふかみ ただてる）1、
野崎　和彦（のざき かずひこ）1

1滋賀医科大学脳神経外科

【目的】3D cine phase-contrast MRIである4D-Flowが開発され、脳動脈の画像解析
にも利用されるようになった。大型内頚動脈瘤の治療方法としてフローダイバー
ター留置は、血管壁修復を期待できる理想的治療方法であるが、一部難治性の病態
が存在することが知られており、バイオマーカーとなる指標を得られれば非常に有
益である。大型動脈瘤の4D-Flow解析を行い、その可能性について検討した。【方
法】GE社製3T MRIを用いて4F-Flowを撮影し、SYNAPSE VINCENT（Fuji Film）
で、3次元流速ベクトル、血管断面流速、流線図、壁剪断応力（wall shear stress: 
WSS）を解析した。【症例1】77歳　女　左IC海綿静脈洞部に紡錘状動脈瘤（23mm）
を認め、Pipeline留置を行った。【症例2】71歳　女　右IC海綿静脈洞部に嚢状動脈
瘤（16mm）を認め、Pipeline留置を行った。【考察】術前4D-Flow解析により大型
動脈瘤を評価することが可能であった。血管内皮の機能を保つには適切なWSSが
必要とされ、脳動脈瘤の発生・成長・破裂のリスクを予測するバイオマーカーにな
りうると考えられている。症例の集積により、有用なバイオマーカーとなりうると
考えられる。
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DP-50-9
高感度CRPとPAI-1の血栓回収療法の予後との関連
山野　晃生（やまの あきなり）1,2、加藤　徳之（かとう のりゆき）1、
丸山　沙彩（まるやま さあや）1、阿久津　善光（あくつ よしみつ）1、
山崎　友郷（やまざき ともさと）1、小泉　智三（こいずみ ともみ）3、
安田　貢（やすだ すすむ）1、松丸　祐司（まつまる ゆうじ）2、
石川　栄一（いしかわ えいいち）2

1国立病院機構水戸医療センター脳神経外科、2筑波大学医学医療系脳神経外科、
3国立病院機構水戸医療センター循環器内科

【目的】　当院で実施している脳梗塞発症時の血液検査項目とMT後の転帰との関連
について明らかにする。【方法】　2019年7月から2020年3月の期間に当院で血栓回収
療法を実施した44例のうち、発症前のmRSが0-3かつ50歳から89歳までの28例を対
象とした。発症から90日後のmRSが0-2の予後良好群と3-6の予後不良群の2群にわ
け、入院時の血液検査での各種バイオマーカーの値について比較検討した。【結果】　
予後良好群と予後不良群はそれぞれ11例(39.3%)、17例(60.7%)で、年齢、閉塞血管、
術前NIHSS、病型診断、有効再開通率(TICI2b以上)には有意差はなかったが、予
後不良群で女性が多かった(0%, 35.3%; P=0.03)。入院時の血液検査で白血球数、血
小板数、LDLコレステロール、VLDLコレステロール、von Willebrand因子抗原定
量、ADAMSTS活性、C3については両群で有意差を認めなかった。高感度CRP(0.233
±0.242mg/dl, 3.14±5.10mg/dl; P=0.03)とプラスミノゲンアクチベータインヒビター
1(PAI-1) (22.3±10.2ng/ml, 47.2±37.1ng/ml; P=0.02)が予後不良群で優位に高かっ
た。【結語】　MT前の血液検査における高感度CRPとPAI-1の値はMT後の長期的
な予後予測に有用である可能性が示唆された。

10107

DP-50-8
血管内治療時における術者の被爆について
飯塚　宏（いいづか ひろし）1、吉田　純（よしだ じゅん）1、福田　智都（ふくだ ちづ）2、
伊藤　航（いとう わたる）2、岩田　浩治（いわた こうじ）2

1医療法人済衆館�済衆館病院�脳神経外科、2医療法人済衆館�済衆館病院�放射線技術科

【目的】当院で脳血管撮影、血管内治療を開始し2年が経過した。当院は血管撮影装
置（Trinias C12、島津製作所)を使用しているが実際にどれぐらい患者に被曝が起
きているかは不明であったために、昨年の当学会で報告した。それでは術者にはど
れぐらいの被爆があるのかはやはり不明であり、今回、実際の被曝量を想定するべ
く方法を検討した。【方法】術者の1）左前頭部、2）右後頭部、3）左袖、プロテク
ター内の4）左胸、5）右腹の5カ所に線量を記録するためにガラスバッチ（長瀬ラ
ンダウア）をつけて1症例毎に計測した。術者の被曝線量を血管撮影装置に表示さ
れる線量と前回の実験で得たおおよその患者の被曝線量とも比較した。【結果】抄
録の段階では3例程度での計測であるが、一番多いのが3）の左袖であった。治療を
行う左手に近い線量と考えられた。次に2）左前頭部であり水晶体への影響に係わ
る線量と考えられた。予想外に3）右後頭部は低く、プロテクター内の4）、5）はほ
ぼ0であった。5）は生殖器への影響も考慮しており、プロテクターでは防御されて
いると考えられた。【考察】実際に装置の表示が1551ｍGyのTAEの症例は前回の
検討によると患者の被爆は0.58倍の899ｍGyと考えられる。術者の被爆は3）左袖の
0.6mSv、1）左前頭部は0.3mSvであり低いようにも思われたが、これが10例、100
例となると無視はできない数値になり得ると考えられた。T【結論】当院の血管撮
影装置は視認性は良いが被曝量が少なからず低いわけではないために、患者はもち
ろんのこと今後は術者への影響も考えながら不必要な被爆は極力避ける努力が必要
と考えられる。
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DP-50-7
脳血管撮影検査における術者経験数別の透視時間および放射線量の検
討
新美　淳（にいみ じゅん）1、横山　大騎（よこやま だいき）1、
田坂　研太（たさか けんた）1、鶴岡　淳（つるおか あつし）2、
根本　文夫（ねもと ふみお）1、森脇　拓也（もりわき たくや）1、
畑山　和己（はたやま かずみ）1、内藤　博道（ないとう ひろみち）1

1船橋市立医療センター脳神経外科、2船橋市立医療センター脳神経内科

脳血管撮影検査（Cerebral Angiography: CA）の透視時間や放射線量に関して様々
な報告が存在するが、術者経験数別に検討された報告は殆どない。今回、2015年4
月からの5年間に当院で施行されたCA連続865例を対象とし、術者経験数別の透視
時間（正側合計）および放射線量（正側空気カーマ合計）について後方視的に検討
した。865例のうち、撮影血管数が一定でない術後フォローアップ検査293例、検査
中の血栓症に治療介入した1例、線量が他疾患より多くなるシャント性疾患54例、
データ不足21例を除いた496例を対象とした。CAの術者経験数別に、1から50例（A
群、n＝61）、51例から100例（B群、n＝56）、101から200例（C群、n＝44）、201例
以上（D群、n＝335）の4群に分けて検討し、有意水準は0.05とした。患者背景因
子、検査対象疾患（脳動脈瘤、虚血性疾患、その他）は各群間に有意差および相関
は認めなかった。各群の透視時間および放射線量の中央値（4分位範囲）は、A群
で20.2分（14.6）および374mGy（185.3）、B群で14.8分（12.1）および366mGy（167.9）、
C群で10.8分（6）および320mGy（151.7）、D群で9.4分（6.4）および336mGy（171）
であった。透視時間はC群がA群より、D群がA・B・C群より有意に短かった。放
射線量はC・D群がA・B群より有意に少なかった。以上より、CA初期は経験数に
比例して急激にスキルアップし、約100例で一定レベルに達した後のスキルアップ
は緩徐である可能性が示唆された。この結果を踏まえ、特にCA術者経験が約100例
に達するまでは、無駄な透視や撮影に注意しなければならい。また早期のスキル
アップを図るために、シュミレーター等でのトレーニングも有効と考えられた。

10534

DP-50-6
血管造影検査における大腿動脈の分岐の高さの検討
市原　寛大（いちはら ともき）1、和田　始（わだ はじめ）1、
佐藤　広崇（さとう ひろたか）1、齊藤　仁十（さいとう まさと）1、
藤川　征也（ふじかわ せいや）1

1旭川医科大学脳神経外科学講座

【はじめに】
脳血管撮影において大腿動脈穿刺は一般的な穿刺方法であり、穿刺位置はCommon 
femoral artery（以下CFA）が推奨されている。CFAから大腿深動脈の分岐は、一
般的に大腿骨頭よりも遠位に位置しているが、この分岐が比較的近位である症例に
しばしば遭遇する。その場合CFA末梢穿刺となり血管損傷や、止血合併症の原因
となる。本研究では、CFAの分岐が高位である頻度とその群の特徴を検討する。

【方法と対象】
2016年より当科で大腿動脈穿刺により脳血管造影検査を行った300例を後方視的に
検討した。当科では穿刺後、体軸の中心から30度内側方向に傾けて造影、深部の立
体的構造を確認している。穿刺部位とCFA分岐と走行に注目し、大腿骨頭の中線
より高位にあるものを高位分岐とした。更に身長、体重、BMIなどから、高位分岐
の症例の予測因子を検討した。

【結果】
高位分岐の症例は全体の13％であった。単変量解析において、高位分岐の症例とそ
れ以外では身長（p=0.002）および体重（p=0.018）で有意差を認めた。高位分岐の
症例は、低身長・低体重である傾向にあった。性別、年齢、BMIでは有意差はみら
れなかった。

【考察、結語】
穿刺後の造影により、大腿動脈の穿刺部状態を知るのみでなく、CFA分枝や走行状
態の確認が可能となる。大腿動脈穿刺を行う症例の約13％、特に低身長の患者では、
末梢穿刺となりうる可能性の高いことがわかった。今回の結果を踏まえ、適切な位
置で穿刺した場合も、穿刺点がCFA分枝末梢の事があり、シース挿入後造影して
確認する事が重要であると思われた。
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10813

DP-51-3
3D-RAで決定するworking angleがCアーム可動範囲外である場合
の対応
片山　正輝（かたやま まさてる）1、井上　賢（いのうえ さとし）1、
釜本　大（かまもと だい）1、菅　貞郎（すが さだお）1

1東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

【目的】脳動脈瘤の脳血管内治療を行う際、working angle(WA)の善し悪しは治療
の結果に影響する。WAの決定は、3D-RAで決定するが、ワークステーションで選
択したWAが、実際はCアームの可動範囲外であることがある。ワークステーショ
ン上で可能と判断するポジションと実際にCアームで実行できるポジションの違い
を調査、比較、分類して対処法について検討した。【方法】ワークステーション上
で可能と判断したポジションと実際に可能であったポジションの範囲を左右方向と
頭尾方向に各々5度間隔でプロットして比較した。【対象】DSA装置と解析ソフトは
Siemens社 AXIOM Artis dFA、syngo XWP version VA71C、Philips社のAzurion 
Rel.1.2.1、Interventional Workspot Rel.1.4.5を使用した。【結果】領域(1)ワークス
テーション上でもCアームでもポジショニング可能　領域(2)ワークステーション上
ではポジショニング可能だがCアームではポジショニング不可　領域(3)ワークス
テーション上では不可だがCアームではポジショニング可能　領域(4)ワークステー
ション上でもCアームでもポジショニング不可　以上の４領域に分類した。領域(1)
(3)の場合は、ワークステーション上で決定したWAにて治療が可能である。領域(2)
(4)の場合には、rotate、nose up、tiltなど患者頭位を変更した上で3D-RAを再度撮
影するとWAを実行できるようになる場合がある。【結論】3D-RAによって決定し
たWAが、Cアームでポジショニング不可の場合、患者頭位を変更することで撮影
可能になることがある。

10899

DP-51-2
全身麻酔下における選択的神経学的モニタリング下血管内治療の有効
性とその限界点
林　正孝（はやし まさたか）1、川路　博（かわじ ひろし）1、
東本　杏一（とうもと きょういち）1、石井　辰仁（いしい たつひと）2、
大竹　悠介（おおたけ ゆうすけ）2、本間　一成（ほんま かずなり）2、
中戸川　裕一（なかとがわ ひろかず）1、山添　知宏（やまぞえ かずひろ）1、
稲永　親憲（いねなが ちかのり）1、田中　篤太郎（たなか とくたろう）1

1総合病院�聖隷浜松病院�脳神経外科、2総合病院�聖隷浜松病院�神経内科

【背景】当院は開頭術で24時間緊急でもモニタリングが対応できる非常に恵まれた
環境であり、それを血管撮影室でも応用出来る可能性があると考えた。【方法】2018
年10月から2020年6月までに全身麻酔症例の中で選択的にモニタリングを行った。症
例として　1.内頚動脈前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤　2.中大脳動脈瘤　3.後方循環系
動脈瘤で前脊髄動脈分岐部にStentがかかる例　4.末梢性細菌性動脈瘤　5.AVM、
腫瘍術前塞栓術の中で頭蓋内血管よりTAEを施行予定　6.VEPが必要な視力障害
が出現している患者とした。破裂症例も実施可能であった。モニタリングは経頭蓋
刺激によるMEPモニタと光刺激によるVEPを行った。【結果】全身麻酔による血管
内治療を施行した全154症例の中でコイル塞栓術（破裂、未破裂を含み）12例　TAE 
2症例は例でモニタリングが施行された。治療中不変であったのは　8例で術後も神
経学的に問題なかった。術中MEPやVEPが低下し、治療内容を変更したのが　4例
であり、こちらも術後症候性の神経学的所見は認めなかった。治療中、MEPが戻
らなかった症例が2例あり術後も強い麻痺を認めた。ASAによる脊髄梗塞と中大脳
動脈の穿通枝領域の梗塞であった。【考察と結論】　全身麻酔下の中で開頭術と同様
にモニタリングがしっかりと測定され、全例で神経学的予後と相関していた。開頭
術における前脈絡叢分岐部動脈瘤と同様に使用することが可能であり、変化がなけ
れば安全性の担保となり治療中について有用である。と同時に、一度完全に低下し
てしまえば永続的な神経学的予後が決定してしまうため、治療の終了のタイミング
等の一助になる限定的なものでもある。

10565

DP-51-1
高性能バイプレーン血管造影装置を備えたハイブリッド手術室の発展
性
吉野　義一（よしの よしかず）1、蛯子　裕輔（えびこ ゆうすけ）1、
伊古田　雅史（いこた まさし）1,2、草鹿　元（くさか げん）2、
渡部　剛也（わたべ ごうや）2、内山　托（うちやま たく）2、杣　夏美（そま なつみ）2

1自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科・脳血管内治療部、
2自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科

【緒言】ハイブリッド手術室（HB-OR)の有効性が報告されている。当院では高性能
バイプレーンAG装置を備えたHB-ORを導入した。症例を提示しその有効性と発展
性について考察する。【方法】対象は本HB-OR導入後に手術を行った１２０症例．
脳血管造影装置はPhilips社Azurion Biplane, 手術台はMaquet社カーボンテーブ
ル、頭部固定装置、脳ベラ固定器などのアタッチメントをすべてカーボン製とした。
医療情報を統合して手術に活用できるように医療情報システムとAG装置、ワーク
ステーション(WS)をオンライン接続し、術中に画像処理WS、CFD解析装置、画像
サーバーなどの画像情報、NIRSやMEP、ポリグラフなどの生理生体モニター、電
子カルテを含めた全ての患者情報を大型ディスプレイに統合表示させた。３症例で
血管内治療と外科治療を同時に行うハイブリッド手術を施行した。症例１：65歳女
性、内頚動脈に高度狭窄を認めたが胸部大動脈ステントグラフト施行後のため頸動
脈を露出した頚動脈直接穿刺法でCASを行った。遠位に原始三叉神経動脈が分岐し
ておりプロテクションに工夫を要した。症例２：72歳女性、くも膜下出血を発症し
た。著明な脳室内出血を認めコイル塞栓術に続いて内視鏡下に血腫除去術を行った。
症例３：38歳男性、咽頭舌根部腫瘤に対する内視鏡下組織生検に際して同時塞栓術
を行った。【結論】本手術室のシステムはさまざまなモダリティデータを統合して、
随時手術操作にフィードバックしながら手術を遂行することができる。高度な血管
内治療と外科手術を同時に施行することが可能で双方の欠点を補い得る。通常の手
術手技では困難な病変について安全で有効な治療を施行できる可能性がある。

10479

DP-50-10
心原性脳梗塞における重症度予測因子としてのLAVIの検討
佐藤　広崇（さとう ひろたか）1、斎藤　仁十（さいとう まさと）1、
和田　始（わだ はじめ）1

1旭川医科大学脳神経外科学講座

【目的】今回我々は心原性脳梗塞患者の既往、採血結果、心エコー所見から、心原
性脳梗塞における重症度の予測因子を検討した。【方法】本研究は旭川医科大学の
倫理委員会の承認を得ている。2015年1月から2020年6月までの前方循環に発症した
心原性脳梗塞患者を対象とした。重症患者を内頸動脈、中大脳動脈M1及びM2閉塞
の患者と定義し、それ以外を軽症患者と定義した。それぞれの患者群の年齢、性別、
BMI、喫煙歴、糖尿病、高血圧、心疾疾患、抗凝固薬の内服歴、 blood urea nitrogen 
(BUN) (mg/dL), creatinine (Cre) (mg/dL), C-reactive protein (CRP) (mg/dL), 
D-dimer (μg/ml) 、left atrial dimension (LAD), left atrial volume index (LAVI), 
ejection fraction (EF)を比較した。【結果】単変量解析では抗凝固薬の内服歴(P=0.01), 
LAVI(P＜0.01), CRP(P=0.04), D-dimer (P＜0.01)が有意差を示した。多変量解析では
LAVI（P=0.01, OR:1.03 95%CI［1.01-1.05］）が独立して有意差を示した。【考察】心
房内血栓の形成過程にはまだ不明は部分が多い。しかし、左房の拡大がもたらす血
流のうっ滞の影響は大きいと考えられている。以前からLADが心原性脳梗塞の予
測因子となる報告は散見されてきた。ただ、左房は左右対称の拡大を示す事はなく、
また大きさも体格によって個人差がある。そのため、LAVIが左房拡大の適切な評
価項目になり得る可能性が指摘されている。本研究ではLAVIの増加が心原性脳梗
塞における、重症度の予測因子となる可能性を示したと考えている。
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10372

DP-51-7
擬似的3D hologramを用いたマイクロカテーテルのシェイピング法
黒田　祐輔（くろだ ゆうすけ）1、梅田　靖之（うめだ やすゆき）1、
田島　祐（たじま ゆう）1、後藤　芙希（ごとう ふき）1、亀井　裕介（かめい ゆうすけ）1

1三重県立総合医療センター脳神経外科

脳動脈瘤コイル塞栓術において, マイクロカテーテルを動脈瘤内の適切な部位へ誘
導することは非常に重要である. 動脈瘤内へのマイクロカテーテル留置の際, 先端部
の複雑な立体が必要とされ, 様々なカテーテルシェイピングの工夫が報告されてい
る. 以前は画面上の3Dデータ画像を見ながらマイクロカテーテルシェイピングをお
こなっていたが, 近年, 実物大の3Dプリンターを用いて作成した血管模型に即して
マイクロカテーテルの形状作成する方法が盛んとなってきている. しかし, 3Dプリ
ンターを使用するためには時間を要し, 予定手術の場合には有効と考えられるが, 緊
急手術で時間に制限がある場合には十分に活用できない場合がある. 今回, 我々は短
時間で作成可能なペッパーズゴーストを用いた擬似的3D hologramによるカテーテ
ルシェイプ法に関して報告する. 方法としては, 3D-CTAから医療用画像処理ワーク
ステーション（ZIOSTATION；Ziosoft社製）を用いて血管画像を作成, 透明プラ板
を用いて作成したピラミッド型の簡易ディスプレイに投影し, 疑似型3D hologram
をとした. 基礎研究として, 同症例に対して3Dプリンター血管模型も作成し, 擬似的
3D hologramと形状比較をおこなった. また専攻医3名にて通常の血管画像、擬似的
3D hologram, 3Dプリンター血管模型の各々を参考にカテーテルシェイプ用マンド
リル作成をおこない, 比較検討した. 擬似的3D hologramは低コスト, 短時間で作成
することができ, 今後は緊急脳動脈瘤コイル塞栓術におけるマイクロカテーテルの
形状作成時において応用できるのではないかと考える. 

10239

DP-51-6
3Dプリンタ模型を用いたマイクロカテーテルシェーピングの適合性
について
伊藤　翔平（いとう しょうへい）1、浅井　琢美（あさい たくみ）1、
木全　将之（きまた まさゆき）1、星長　俊輝（ほしなが としあき）1、
瀧田　亘（たきた わたる）2、玉利　洋介（たまり ようすけ）1、
安藤　遼（あんどう りょう）1、大野　真佐輔（おおの まさすけ）1、
須崎　法幸（すざき のりゆき）1、梶田　泰一（かじた やすかず）1、
高橋　立夫（たかはし たつお）1

1国立病院機構名古屋医療センター�脳神経外科、
2国立病院機構名古屋医療センター�脳神経内科

【背景】マイクロカテーテル(MC)のシェーピングはコイル塞栓術を成功させる上で
重要である。昨年の本学会にて3Dプリンタの導入により塞栓術の結果が改善した
ことを報告した。本研究では塞栓時のMCの位置に着目しその適合性について検討
した。【方法】シンプルテクニックにて塞栓術を行った破裂脳動脈瘤のうち3Dプリ
ンタ導入前後の連続20例ずつを対象とし、年齢・性別、術前くも膜下出血重症度、
動脈瘤部位、ネック径、最大径、塞栓術に要した時間、塞栓結果、退院時転帰につ
いて導入前後の2群について後方視的に比較検討した。またワーキングアングル(WA)
の正面・側面像におけるMC先端位置を動脈瘤のセンターラインからどの程度外れ
ているかを下記の計算式でから算出し、50%未満の場合を適合、50%以上を不適合
と判定した。　計算式：(センターラインからMC先端までの距離)÷(センターライ
ンから瘤壁までの距離)×100 (%)【結果】年齢・性別・術前重症度は両群で差はな
く、動脈瘤最大径は同等であったが、ネック径は導入後群で小さかった。使用コイ
ル本数・塞栓結果は両群で差はなかったがWA撮影から最終コイル挿入までの時間
は導入後群で有意に短かった(中央値　前　74min vs 後　50min, p=0.01)。退院時
mRS 0-2は導入後で多い傾向にあった(前 45% vs 後 65%)。また、MC位置の適合性
に関してはWAの両面で適合と判定されたのは導入後群で多い傾向にあった(前 40% 
vs 後 75%, p=0.05)。【考察】3D模型を用いてMCのシェーピングを行うことでMC
位置の適合性が高まり、その結果安定した塞栓術が可能であった。それに伴い、手
技時間も短縮しており臨床結果にも良い影響を及ぼす可能性が示唆された。

10058

DP-51-5
カテーテル治療における新型コロナウイルス感染防御と簡易陰圧処置
の工夫
太田　圭祐（おおた けいすけ）1、片岡　弘匡（かたおか ひろただ）1、
川口　知己（かわぐち ともみ）1、鈴木　崇宏（すずき たかひろ）1、
平賀　孝太（ひらが こうた）1、加野　貴久（かの たかひさ）1

1安城更生病院�脳神経外科�脳血管内治療センター

当院はクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の患者を受け入れた施設の近隣
に立地する3次救急施設である。早期より新型コロナウイルス感染合併疾患への対
策を考慮せざるを得ない状況であった。現状は脳卒中学会から感染防御に対するガ
イドラインに従い行っているが、緊急対応下で感染防御に慣れていない放射線ス
タッフ、脳卒中医の感染リスク減少を少しでも試みなければならないと考える。各
施設で様々工夫を提示されているが、当院では、海外からの報告で挿管など顔面周
りの処置を施行する麻酔科がプラスチックボックスを患者顔面に被せ飛散を抑制し
ながら手技を施行する報告を参考にした。患者の口腔顔面のみセパレートされた簡
易空間を作成、さらに患者呼気が少しでも回収管理できる事を前提に作成した。ま
た患者に圧迫感がないこと、外部から観察できること、血栓回収療法など意識し設
置に時間を要しないこと、低コストで再利用可能なこと、ワーキングアングルで邪
魔にならないようなサイズであることを条件としプラスチックカバーとビニール
カーテンなどを使用して作成。顔面空間内に吸引チューブを挿入固定しある程度の
空気回収を出来るようにした。まだ試作の段階だがスタッフの安心感の上昇は得ら
れている。収束傾向にあるが、緊急処置でかつ意識状態低下や失語、背景不鮮明の
患者に対応する事の多い脳卒中医、スタッフは、緊急時でも質の高い感染防御が求
められる。出来る限り安全性の高い環境で行うことが院内感染を防ぐと共にスタッ
フのストレスを低減させると考える。

10784

DP-51-4
「ORBEYE」の3Dモニターを用いたステレオDSA像の立体表示の問
題点とその解決方法
西田　武生（にしだ たけお）1、三浦　慎平（みうら しんぺい）1、
竹市　篤行（たけいち あつゆき）2、高垣　匡寿（たかがき まさとし）1、
中村　元（なかむら はじめ）1、貴島　晴彦（きしま はるひこ）1

1大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2大阪大学医学部医学科

4K 3D外視鏡システム「ORBEYE」（オリンパス）の55型3Dモニターを利用したス
テレオDSA像の立体表示(PowerPointを用いてTop and Bottom法で表示する方法)
の初期経験、有用性、問題点について昨年のJSNET総会で報告した。今回は、そ
の問題点に対する検討結果、解決方法について報告する。問題点1「従前の約7度の
角度差でステレオ撮影したDSAを3D表示すると奥行き感が過剰に強調される点」
画像の奥行き感はモニターと観察者の距離およびモニターの大きさに依存すること
が判明した。このモニターで約7度の角度差の像を自然な奥行き感で見るためには
50cm程度の至近距離で観察するとよい。一方、1m以上離れて観察するためにはス
テレオ DSA の角度差を4度以下にするとよい。問題点2「ステレオ表示用の
PowerPointスライド作成に手間と時間がかかる点」PowerPointのマクロ機能を使っ
て、画像の選択、貼り付け、変形、位置合わせを自動化した。これにより15分以上
かかっていた作業が10秒未満でできるようになった。問題点3「ステレオ表示時に
特定の血管を指し示す手段がない点」複数人が同時に観察するとき個々は別々の虚
像を見ている。ある人が虚像の中のある血管を指示棒などの実像で指し示しても、
それは別地点から観察している人の別の虚像の中では全く別のものを指し示すこと
になる。この点はスライド上で指す血管を強調するかマウスで指し示すことで解決
できた。「ORBEYE」の3DモニターにステレオDSA像を立体表示する際の問題点
と解決方法について報告した。立体表示を最適化し、作成にかかる手間が減ったの
で、今後さらに教育やカンファレンスに活用できる可能性がある。
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DP-52-1
母血管閉塞におけるPOD System使用による有用性の検討
矢澤　理（やざわ おさむ）1,3、佐藤　允之（さとう まさゆき）1,3、
秋本　大輔（あきもと たいすけ）1,3、花井　翔（はない しょう）1,3、
平嶺　敬人（ひらみね たかと）1、奥根　祥（おくね しょう）1、
神徳　亮介（しんとく りょうすけ）1、日野　天佑（ひの てんゆう）1、
伊藤　嘉朗（いとう よしろう）1,3、早川　幹人（はやかわ みきと）1,2、
丸島　愛樹（まるしま あいき）1,3、松丸　祐司（まつまる ゆうじ）1,2,3

1筑波大学附属病院脳卒中科、2筑波大学医学医療系脳卒中予防・治療学講座、
3筑波大学医学医療系脳神経外科

【背景と目的】
母血管閉塞(Parent Artery Occlusion: PAO)は、瘤内塞栓術が困難な巨大脳動脈瘤
や椎骨動脈解離性動脈瘤に対して行われる。近年、Penumbra社よりPAO用コイル
としてPODSystem（POD）が使用可能となった。今回、当院で母血管閉塞を行っ
た症例においてPODの有用性を明らかにする。

【方法】
当院で2015年1月~2020年3月に頭蓋内の内頚動脈もしくは椎骨動脈に対してPAOを
施行した14症例(男性5例、女性9例)を対象とした。対象をPOD使用群、非使用群
の二群に分け、年齢、治療時間、被曝線量、使用コイル数、再治療率、転帰ついて
後方視的に比較検討した。

【結果】
POD使用群が7例(未破裂内頚動脈瘤4例、破裂内頚動脈瘤3例)、非使用群が7例(未
破裂内頚動脈瘤2例、破裂内頚動脈瘤1例、未破裂椎骨動脈瘤1例、破裂椎骨動脈瘤2
例、その他1例)であった。年齢はPOD使用群で中央値67歳(48-79歳)、非使用群で
中央値56歳(42-89歳)、治療時間はPOD使用群で中央値120分(94-355分)、非使用群
で中央値144分(99-196分)であった。再治療例は両群で認めなかった。転帰はPOD
使用群ではいずれもmRS0-2であり、非使用群でmRS0-2が3例、3-6が2例であった。
年齢、治療時間、再治療率、転帰は二群間で有意差は認めなかった。被曝線量は
POD使用群にで中央値1346mGy(798-2633mGy)、非使用群で中央値2331mGy(1647-
4241mGy)と有意(P＜0.05)に少なかった。また、コイル本数についても使用群で中
央値8本(5-14本)であったのに対し、非使用群では中央値12本(7-22本)と使用群で有
意(P＜0.05)に少なかった。

【結論】
PAOにおいて、PODの使用で従来より有意に被曝線量と使用コイル数を低減し、効
率的な治療に貢献している。
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DP-51-10
破裂脳動脈瘤における3Dプリンターの有用性
大橋　聡（おおはし そう）1、壷井　祥史（つぼい よしふみ）1、
小島　アリソン健次（こじま ありそんけんじ）1、成清　道久（なりきよ みちひさ）1、
長崎　弘和（ながさき ひろかず）1、神林　智作（かんばやし ちさく）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1石心会川崎幸病院脳血管センター、2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

【背景】近年脳動脈瘤治療において3Dプリンターを活用される事が多くなっている。
当施設でも術前の脳血管撮影検査から脳血管モデルを作成し、空間的理解を深めた
り、マイクロカテーテルのシェイピングに利用している。しかし3Dプリンターの
血管モデル作成には時間を要し、緊急での対応は困難であった。今回我々は、3Dプ
リンター作成時間を検討し、破裂脳動脈瘤の血管内治療に対して 3Dプリンターの
有用性について検討を行った。

【方法】2017年4月から2019年3月までの破裂脳動脈瘤に対して血管内治療を施行し
た15名(年齢71±15歳)を対象とした。診断3D-DSA撮影から治療用ガイディングカ
テーテル留置までの時間と血管モデル作成時間を後方視的に観察した。また3Dプ
リンター作成時間に関する因子（再構成関数、サイズ、データ入力方法など）を検
討し時間短縮も検討した。

【結果】破裂動脈瘤の診断から治療開始まで平均65±41分であった。また3Dプリン
ター作成時間は検討前では38±7分であったが、最適化後22±4分と短縮した。

【考察】脳神経外科領域の3Dプリンターの応用について、術前に患者血管モデルを
作成し模擬手術に利用したり、中腔血管モデルを用いて3Dシェイプへの応用も報
告されている。しかし緊急手術への応用についての報告は少なく、作業の複雑さや
血管モデル作成時間が原因として考えられる。今回血管モデル作成時間に関わる因
子を検討し、緊急手術でも十分利用可能な時間での血管モデル作成が可能となった
ため報告を行う。
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DP-51-9
脳血管内治療のための3Dプリントテクノロジー
金子　直樹（かねこ なおき）1、立嶋　智（たてしま さとし）1、
Fernando Vinuela（ふぇるなんど びぬえら）1、Jason Hinman（じぇいそん ひんまん）1、
Geoffrey Colby（じぇふりー こるびー）1、Lea Guo（りー ぐお）1、
根本　繁（ねもと しげる）2、益子　敏弘（ましこ としひろ）3、
Viktor Szeder（びくたー じーだー）1、May Nour（めい のー）1、
Reza Jahan（れざ じゃはん）1、Gary Duckwiler（げりー だくわいら）1

1ロナルドレーガンUCLAメディカルセンター、2関東労災病院、
3自治医科大学脳神経外科

【目的】　3Dプリンタを用いることで血管画像データから実物大の血管モデルを作
ることができるようになった。我々は2013年より3Dプリントテクノロジーを脳血
管内治療分野に応用しており、脳動脈瘤モデル、狭窄モデル、急性期血行再建術モ
デル、AVMモデル、内皮化技術を開発してきた。本発表ではそれらの新たなモデ
ルや技術をどのように役立ててきたかを概説する。

【方法】　CT, MRI, 3次元脳血管撮影から得られた3次元のDICOMデータを後処理し
3Dプリンタ用のファイルに書き出した。そのファイルを3Dプリント用のソフトウェ
アに取り込みプリントアウトし、血管モデルを作製した。

【結果】教育：3Dプリンタによって作製された血管モデルは、患者や学生に対し解
剖や病気の説明をするのに役立った。また、研修医のカテーテル、デバイス操作の
基本技術習得に有効だった。治療困難例をモデル化し実際と同様に治療戦略からシ
ミュレーションすることは、安全かつ発展的、包括的な学習、技術習得に寄与した。
治療：脳動脈瘤モデルはマイクロカテーテルのシェーピングや、ステント、Woven 
EndoBridge (WEB) deviceの選択に有用で、さらに術前シミュレーションをしてお
くことで実際の治療を効率的、安全に行うことができた。研究開発：急性期血行再
建モデルやAVMモデルを用いることで、既存技術の問題点や新規デバイス、液体
塞栓物質の挙動を評価することができた。また、内皮化技術により、脳動脈瘤や狭
窄病変において流体力学的負荷に対する血管内皮細胞の遺伝子発現評価が可能と
なった。 

【結語】　3Dプリントテクノロジーは脳血管内治療分野において、教育、治療、研
究開発など幅広く役立つ。

10424

DP-51-8
低価格光造形3Dプリンターの臨床使用経験
坂倉　悠哉（さかくら ゆうや）1、藤家　尚嗣（ふじか なおし）1、
大井田　知彌（おおいだ ともや）1、有屋田　健一（ありやだ けんいち）1、
長島　良（ながしま りょう）1、堤　恭介（つつみ きょうすけ）1、
田中　健太郎（たなか けんたろう）1、土屋　掌（つちや つかさ）1、
中村　安伸（なかむら やすのぶ）1、花川　一郎（はなかわ かずお）1、
村尾　昌彦（むらお まさひこ）1

1東京都立墨東病院脳神経外科

【緒言】脳動脈瘤を中心に3Dプリンターの臨床応用が数多く報告されている。一方、
報告のある3Dプリンターは高額なものが多く導入障壁は高い。今回、低価格の光
造形3Dプリンターを導入したため、臨床使用経験を報告する。【方法】3Dプリン
タ ー は NOVA3D 社 ELFIN2 (33,999円 , Amazon.com) を 導 入 し た。Philips 社 
InteliSpace PortalでCTもしくはDSAのDICOMデータを編集しstlファイルとして
出力、3Dプリンター付属の NovaMaker で3Dプリンター用にデータの加工を行い
3Dモデルの印刷を行った。樹脂は透過性のあるものを選択し、必要があれば用手
的に血管に色付けを行った。手術中は透明の滅菌袋に入れ使用した。【結果】脳動
脈瘤、硬膜動静脈瘻、小脳血管芽腫の3Dモデルを作成し使用した。どのモデルも
元画像と相違のない当倍率のモデルであった。脳動脈瘤ではカテーテルのshaping
の参考に使用したが、2mm程度の微小脳動脈瘤では近傍の血管と癒合してしまい
臨床的な使用は困難であった。硬膜動静脈瘻は直接穿刺の際に用いるため15cm大
の骨付き3Dモデルを作成した。術前に静脈洞の位置と開頭範囲、穿刺角度の確認
を行った。小脳血管芽腫も骨付きモデルを作成し流入血管の確認に使用した。【考
察】3Dプリンターは光造形式で3万円台の安価なものを利用したが、臨床応用する
上では十分な精度であった。比較的大きな骨付きモデルも使用することができた。
樹脂は透過性のあるモデルを使用することで血管を透見でき、シミュレーションに
有用であった。精度に限界はあり、2mm程度の微小動脈瘤は描出が困難であった。

【結語】低価格光造形3Dプリンターでも臨床使用に耐え得る精度の3Dモデルを出力
できた。
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DP-52-5
大腿動脈アプローチでの左総頚動脈アクセス困難例に対し、特性の異
なるSimmonds型カテーテルを使用し誘導し得た2症例に関する検討
今中　康介（いまなか こうすけ）1、宮尾　暁（みやお さとる）1、
石川　達也（いしかわ たつや）2、川俣　貴一（かわまた たかかず）2

1済生会栗橋病院脳神経外科、2東京女子医科大学脳神経外科

【目的】大腿動脈アプローチで頚動脈を選択する場合Type 3やbovine typeなど分
岐角度が急峻な場合にはシモンズ型カテーテルが使用される。シモンズ型カテーテ
ルには長さや硬さ、形状の異なるいくつかの種類があり、今回我々は左総頚動脈ア
クセス困難例に対して特性の異なるシモンズ型カテーテルを使用して誘導し得た2
症例を経験したので報告する。【症例1】80歳女性。左C2破裂動脈瘤に対する診断目
的の血管撮影。左総頚動脈の分岐角度が非常にきつく、4Fr ダイモンカテーテル
SY3 100cmでは誘導困難で、頚部回旋、頚動脈を用手圧迫してかろうじて総頚動脈
まで誘導できたがすぐ落下した。長くて柔らかい4Fr SIM2 120cmを使用し、ガイ
ドワイヤー、SIM2を大動脈弁回しにすることで容易に誘導し得た。内頚動脈の蛇
行も強く、動脈瘤へのアクセス困難が予想されたため左総頚動脈直接穿刺でコイル
塞栓術をおこない経過良好であった。【症例2】100歳男性。右麻痺、失語で発症し
た左内頚動脈先端部の心原性塞栓に対して血栓回収術を施行した症例。左総頚動脈
近位部がループしておりガイドワイヤーが上げられず、6Fr ダイモンカテーテル
SY6 130cmのコアキシャルでは9Fr Optimoを総頚動脈へ誘導することが困難であっ
た。折り返しが短くかつ柔らかい6Fr シモンズC 130cmを使用することでOptimo
を左総頚動脈のループの手前まで誘導することができ治療し得た。TICI 2bの再開
通が得られ、NIHSS 28点から3点に改善し施設退院した。【結論】性状の異なるシ
モンズ型カテーテルを使用することでアクセスが可能となる症例が存在する。各カ
テーテルの特性を理解し、血管の走行に応じたカテーテル選択をすることが重要で
ある。
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DP-52-4
頚部内頚動脈石灰化near occlusion症例に対し、末梢用ガイドワイ
ヤーと貫通カテーテルを用いてCASを施行した一例
岩上　貴幸（いわかみ たかゆき）1、廣川　佑（ひろかわ ゆう）1、山田　創（やまだ そう）1

1豊見城中央病院

【目的】石灰化の強い頚部内頚動脈near occlusion症例にCASを行う際、lesion cross
がしばしば困難で、稀に治療を断念することさえある。中枢用機器では手技不成功
であったが、末梢用機器で完遂できた症例を経験したため報告する。

【症例】76歳女性。左頚部内頚動脈near occlusion症例。9Fr OPTIMOをガイドに
用いてGuardWireのlesion crossを試みたが不成功に終わった。次いでExportの吸
引lumenにGuardWireを通してサポートを強めたがGuardWire先端が破損。その
他いくつか器具を試したが奏功せず。XT-27と末梢用guide wireのAstato XS 9-12
の組合せに変更したところ、guide wireのみlesion cross成功。ここで末梢用貫通
カテーテルのCorsair Armetに変更するとmicro catheterもlesion crossできた。以
降通常のCASを行い、手技を完遂した。 

【考察・結論】頭頸部血管の治療に通常用いるmicro guide wireは柔軟なのもが多
く、穿通力は弱いが比較的安全である。それに対し末梢用製品には様々なライン
ナップがあり、穿通力の高いものも多数あるが、我々脳血管内治療医は知識が不十
分なことが多い。石灰化の強い頚部内頚動脈near occlusionのCAS症例においては、
選択の一つとして末梢用ガイドワイヤーが有用である。先端荷重も様々で、血管損
傷に注意が必要である。また、末梢用貫通カテーテルもサポート力を高めることが
できる。本例で使用したCorsair Armetはトルクを効かせることができるが、頚部
血管には危険と考え回転操作は行わなかった。血管穿孔など損傷に注意しつつ使用
することでCASの成功率を上昇させることができると考えられた。
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DP-52-3
後方循環脳動脈瘤に対するTACTICSを用いたコイル塞栓術
大川　聡史（おおかわ さとし）1、斎藤　拓郎（さいとう たくろう）2、
鎌田　智絵（かまだ ちえ）1、對馬　州一（つしま しゅういち）1

1市立函館病院脳神経外科、2王子総合病院

【はじめに】後方循環における動脈瘤、動脈解離はしばしば見られる疾患である。病
変が脳の深部であり、カテーテルを用いた血管内治療が行われることが多いが、椎
骨動脈の低形成や動脈硬化のため、乖離や血流停滞による虚血のリスクも高く、十
分な太さのガイディングカテーテルを留置することが難しい症例も多く見られる。　
TACTICKSはproximal 3.4 Fr、distal 3.2 Fr のマイクロカテーテルであり、これま
でのdistal access catheter(DAC)や検査用の4Frの検査カテーテルより柔らかく、造
影もでき、中に外径1.7Frのマイクロカテーテルが通る太さをもつカテーテルであ
る。　後方循環の動脈瘤４例（破裂動脈瘤３例、椎骨動脈解離１例）において、本
カテーテルをDACあるいは対側からの造影カテーテルとして用いて有用であった
のでこれを報告する。【代表症例】６６歳女性、右椎骨動脈後下小脳動脈（PICA）
分岐部に2mm程度の破裂動脈瘤があり塞栓術を計画した。小さい動脈瘤であり、椎
骨動脈の蛇行が強かったため、DACが必要であり、同時に破裂時の対応としてバ
ルーンが必要と判断した。左側の椎骨動脈が低形成、右側の椎骨動脈も動脈硬化が
強く、条件を満たすガイディングカテーテルを留置することが困難であった。上腕
動脈から右椎骨動脈起始部手前に5Frガイディングシースを留置し、TACTICSと
バルーンカテーテルを直接右VAに挿入した。TACTICSが十分末梢まで誘導でき、
マイクロカテーテルの操作性は良好で、安全な塞栓が行えた。【結語】蛇行が強く、
細い椎骨動脈であっても、TACTICSを用いることにより、血管への侵襲が少なく、
安全なコイル塞栓が可能であった。
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DP-52-2
LVIS stent留置の為のドライラボトレーニングの有用性
大熊　佑（おおくま ゆう）1,2、廣常　信之（ひろつね のぶゆき）2、
五月女　悠太（そうとめ ゆうた）2、家護谷　泰仁（けごや やすひと）2、
松田　勇輝（まつだ ゆうき）2、佐藤　悠（さとう ゆう）2、金　一徹（きん いってつ）1、
竹内　勇人（たけうち はやと）1、田邉　智之（たなべ ともゆき）2、
村岡　賢一郎（むらおか けんいちろう）2、西野　繁樹（にしの しげき）2、
大同　茂（だいどう しげる）1

1福山市民病院脳神経外科、2広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

【緒言】Low-profile visualized intraluminal support (LVIS) は、頭蓋内動脈瘤ステ
ント支援コイル塞栓術に利用されるが、braided stentであるが故、初学者だと展開
に難渋することがある。少ない経験症例数でもLVIS stentを展開する方法について
検討した。【方法】2017年2月から2018年7月にLVIS stentを使用した未破裂脳動脈
瘤ステント支援コイル塞栓術、連続6症例を検討した。3症例を経験した後、複雑な
親動脈モデルを用いたドライラボトレーニングを行った。瘤最大径およびneck径、
コイル本数、術中展開不全、ステント径、手術時間、術直後及びフォローアップの
Raymond分類、術後3日以内のMRIでのDWI陽性所見の有無、を検討した。【結果】
全例未破裂嚢状瘤（うち一例は再発例）、平均65歳（52-83歳）、男性2例、女性4例、
平均最大径7.8mm、neck径5. 1mmであった。全例最終的にはLVIS stentを完全展
開でき、術後DWIは全例陰性であった。ドライラボトレーニング前後で比較する
と、年齢、動脈瘤部位、サイズ、neck、DWI所見では有意差を認めなかった一方
で、術中展開不全、ステント径、手術時間（298±36 vs 119±14 分, p＜0.01）にお
いて有意差を認めた。【考察・結語】ドライラボトレーニングを経て、LVIS stent
を使用する際の親動脈径の注意深い測定とそれによる適切なステントサイズの選択
の重要性や、能動的かつ強引な、でなく、catheterの動向に従うpush & pull 
technique、といったいくつかの技術的ヒントを掴むことが出来、その結果が手術
時間の有意な短縮に繋がった。少ない経験症例数の場合、ドライラボトレーニング
がLVIS stentの安定した展開に有用と考える。
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DP-52-9
ガイディングカテーテル誘導・保持目的でのGoose Neck Snare使
用上の工夫
井間　博之（いま ひろゆき）1、佐々木　華子（ささき はなこ）1、
山田　昌稔（やまだ まさとし）1、中川　僚太（なかがわ りょうた）2、
藤本　康倫（ふじもと やすのり）1

1大阪労災病院�脳神経外科、2大阪大学大学院医学系研究科�脳神経外科

【はじめに】頭蓋内病変に対する血管内治療の際に標的血管へアクセスするために
ガイディングカテーテルの留置が必要である。しかし、大動脈弓の形状などにより
ガイディングカテーテルの誘導や保持が困難な症例はしばしば経験される。こう
いった症例に対して以前より上腕動脈からGoose Neck Snareを挿入し、ガイディ
ングカテーテルの誘導・保持を行う方法が報告されている。今回我々はGoose Neck 
Snareを用いたもののガイディングカテーテル誘導困難であったが使用を工夫する
ことで治療可能となった症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

【症例】87歳女性、頭痛発症のWNFS Grade Iのくも膜下出血で緊急入院となった。
脳血管造影で右前下小脳動脈のanterior pontine segment遠位側に3mmの動脈瘤を
認め同部位の破裂と考えられた。引き続きコイル塞栓術を試みたところ大動脈弓内
への滑落が頻発するため右上腕動脈穿刺しGoose Neck Snareを用いたが滑落を抑
制できず治療は延期とした。翌日、左上腕動脈よりGoose Neck Snareを用いイン
ナーカテーテルから順に4 handsで行うことでガイディングカテーテル誘導が可能
となり、コイル塞栓術を行う事ができた。

【まとめ】Goose Neck Snareを用いたガイディングカテーテル誘導は有用であるが
単純に用いるだけでは誘導困難な場合があり、症例ごとに上腕動脈の左右やガイ
ディングカテーテル保持位置などを検討することで効果が最大になると考えられる。

10457

DP-52-8
効率的な血管内治療のために秒速で橈骨動脈穿刺を成功させる
techniqueとdevice
印東　雅大（いんどう まさひろ）1、庄島　正明（しょうじま まさあき）2、
松居　徹（まつい とおる）2

1大宮中央総合病院脳神経外科、2埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

背景：血管内治療において橈骨動脈からのアプローチは重要である。しかし橈骨動
脈は細いため少なからず穿刺が困難であり、頻回の穿刺により血管攣縮や血腫形成
によりさらに穿刺困難となる。エコー下でも穿刺困難に陥ると手術開始の手技だけ
で手術時間が延長し精神的ストレスで術者のテンションにも影響しうる。今回大腿
動脈穿刺に用いるメリットミニアクセスキット（Merit Medical Japan, 東京）を橈
骨動脈穿刺に応用することで極めて迅速に安全に再現性をもって穿刺が可能となっ
た。そのtechnical tipsについて報告する。方法：メリットミニアクセスキットは
4Frシースと先端にステンレス製コイルチップを有する0.018inchガイドワイヤーと
21G穿刺針がセットになっており、まず橈骨動脈を穿刺し逆血を認めた段階で付属
のガイドワイヤーを穿刺針の後方から中へ進めるというシンプルな手技である。サー
フロー針とは違い外筒が無く穿刺針が血管に当たりさえすれば針の先端は血管内腔
に存在しているためガイドワイヤーを血管内腔へと進めることができる。直後に付
属のシースをワイヤーに沿ってすすめて留置し、シースからはラジフォーカス 0.035
ワイヤーを進めることができる。この手法で橈骨動脈穿刺が容易となり短時間での
成功率向上や穿刺時間が短縮されうるか検討した。結果：この手法による橈骨動脈
穿刺は明らかに穿刺時間が短縮した。穿刺回数や、穿刺に伴う皮下血腫や穿刺創に
ついても改善を認めた。結語：橈骨動脈アプローチにおいてメリットミニアクセス
キットは有用であり迅速な穿刺が高い成功率で可能となるため患者の穿刺ストレス
の軽減および術者の無用なストレスの軽減に繋がる可能性がある。

10495

DP-52-7
Carnelain HF・Marvelによるtriple coaxial systemによる血管内
塞栓術の初期治療経験
鵜山　淳（うやま あつし）1,2、竹内　昌孝（たけうち まさたか）1、
近藤　威（こんどう たけし）2、高石　吉將（たかいし よしゆき）2、
傳　和眞（つとう かずま）1、松本　崇（まつもと たかし）1、小西　善史（こにし よしふみ）1

1医療法人財団報徳会西湘病院�脳神経外科、2慈恵会新須磨病院�脳神経外科

【目的】腹部領域で汎用されていたCarnelian Marvel、HFによるtriple coaxial 
systemによる血管内治療は頭部領域でも適応されている。今回、同systemを用い
て塞栓術を行った4症例5手技について検討した。【方法】Guiding catheterを留置後
に同軸でCarnelian HFを中間カテーテルとし、対象血管に各種Carnelian Marvel
を目的血管に誘導し塞栓術を行った。【結果】男性3例、女性1例。年齢は平均72.8歳

（71-76歳）。対象疾患は脳動静脈奇形（脳梁膨大部）が1例、慢性硬膜下血腫が2例、
難治性鼻出血が1例であった。塞栓の標的血管は後大脳動脈の末梢枝（長回旋枝お
よびsplenial artery）が1例、中硬膜動脈の末梢枝が2例、翼口蓋動脈の末梢枝が1例
であった。Carnelian MarvelはS1.6を2手技、S1.3を3手技に使用した。塞栓物質は
エンボスフィア（100-300μm)を1手技、NBCAを5手技に使用した。1例は頚動脈ス
テントをtranscellにてCarnelian HFを通過させ外頚動脈に誘導した。全例で標的
血管に到達でき、治療を完遂できた。【結語】先端外径が2.6Fr のCarnelian HFは
遠位までの誘導が可能で、中間カテーテルとして使用することにより良好なサポー
トを得ることができた。Carnelian Marvelは小径の末梢血管への誘導が可能で、特
にS1.3の遠位到達性は良好であった

10566

DP-52-6
経橈骨動脈法における4Fr Simmons型ガイディングシースの有用性
綾部　純一（あやべ じゅんいち）1、渡邊　正英（わたなべ まさひで）1、
三島　弘之（みしま ひろゆき）1、土屋　雄介（つちや ゆうすけ）1、
川崎　泰輔（かわさき たいすけ）1、高寺　睦見（たかでら むつみ）1、
大友　優太（おおとも ゆうた）1、田中　良英（たなか よしひで）1

1国家公務員共済組合連合会�横須賀共済病院

【目的】脳血管内治療において経橈骨動脈法が近年増加しているが、多くは6Fr 
guiding sheathでの報告であるが、用いるtechniqueによっては、4Frで十分であ
り、細径の橈骨動脈でも施行可能である。4Fr Simmons型sheath（4Fr Axcelguide 
Stiff J、以下4StiffJ）を用いて施行した症例を、代表例を供覧し有用性を報告する。

【方法】2019年7月から2020年6月まで、経橈骨動脈法、経上腕動脈法を用いた36例
中4StiffJを用いた前方循環に対する16例を対象とした。脳動脈瘤7例、脳腫瘍7例、
脳梗塞1例、硬膜動静脈瘻1例であった。sheathの誘導法、到達位置、手技成功率、
術後DWI高信号病変、橈骨動脈穿刺部合併症を検討した。【1】47歳女性、未破裂
右内頚動脈瘤。pull back法で右CCAを選択後、右ICA起始部まで4StiffJを誘導し
た。3.4FrをDACとし、17カテーテルを瘤内に誘導し、コイル塞栓を行った。【2】
48歳女性、右後頭蓋窩髄膜腫。push in法で右外頚動脈に4StiffJを誘導、2.7FrをDAC
とし、1.3Frカテーテルをfeederに誘導、希釈NBCAで塞栓を行った。【結果】Guiding 
sheathの誘導法はpush in7例、pull back7例、exchange2例であった。Guiding sheath
先端は、6例で折れ返り長を利用したCCA近位部であり、10例でICAまたはECA
までの誘導が可能であった。手技は全例で施行可能であり、合併症は認めなかった。
DWI高信号病変は4例で認めた。術後症候性の穿刺部合併症は認めなかった。【結
論】4Stiff Jは手技内容によっては十分な内径を有し、術後安静度や、穿刺部合併症
の観点から、より低侵襲な治療手技である。
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DP-52-13
血栓回収術のデバイススペックを把握するための工夫
吉田　勇斗（よしだ ゆうと）1、若林　卓哉（わかばやし たくや）1、
中村　奈津子（なかむら なつこ）1、石井　裕規（いしい ゆうき）1、
藤澤　典史（ふじさわ のりふみ）1、田村　豊（たむら ゆたか）2、
恩田　敏之（おんだ としゆき）3、野村　達史（のむら たつふみ）3、
野中　雅（のなか ただし）3

1社会医療法人�医翔会�札幌白石記念病院、
2社会医療法人�医翔会�札幌白石記念病院�診療情報管理室、
3社会医療法人�医翔会�札幌白石記念病院�脳血管内治療センター

【諸論】血栓回収デバイスの進歩により、その情報量は膨大なものとなっている。そ
のため、全てのデバイスのスペックを記憶することは難しい。今回、File makerを
用いて血栓回収術に用いるデバイスのデータベースを作成したので報告する。

【方法】データベース作成にあたり、ガイディングカテーテル、アスピレーション
カテーテル、マイクロカテーテル、ステントリトリーバーの長さ、内腔、外径を記
載した。カテーテルのスペックの記載にはinch、mm、Frなど複数の単位が用いら
れているため、困惑するスタッフが多いのではと考え、作成したデータベースはす
べてinch表示に統一することとした。デバイス長も全長と有効長の表記があり、有
効長では、ハブやストレインレリーフなどが省かれているため、ディスタールアク
セスカテーテルを使用した際の長さが足りているかを把握するために、全長表示と
した。

【結果】データベースを作成することで、デバイス個々のスペックの把握が容易と
なった。しかし、計算上カテーテルの内腔が足りていない場合でも、実験してみる
と通過したり、カテーテルフリクションによっても誤差が生じた。そこで、1.症例
で通過2.実験で通過3.通過するが造影が難しい4.通過しないの４段階に評価して記
載した。

【考察】熟練したスタッフは、経験的にデバイススペックの判断は可能であるが、そ
の経験や知識をすべて共有することは困難である。よって、データベースを活用す
ることにより、経験の浅いスタッフでも、円滑なデバイス供給の助けになる可能性
があると考察する。

【結語】データベースでデバイススペックを共有することは、円滑なデバイス供給
をするうえで有用であると推察する。

10126

DP-52-12
ヘモクロンRシグニチャーエリートの異なるカートリッジによって測
定したACT値
鈴木　陽太（すずき ようた）1、小山　淳一（こやま じゅんいち）1、
花岡　吉亀（はなおか よしき）1、黒岩　正文（くろいわ まさふみ）1、
堀内　哲吉（ほりうち てつよし）1

1信州大学医学部脳神経外科

【目的】脳血管内治療では、血栓塞栓症予防のために全身ヘパリン化が行われ、
activated clotting time(ACT)値を参考にするのが一般的である。使用するデバイス
によりACTの至適値が定められている場合もある。しかし、測定機器の測定方法
の違いやカートリッジ間の違いによりACT値が異なることが指摘されている。今
回われわれはヘモクロンRシグニチャーエリートのカートリッジ間におけるACT値
の相違について臨床評価を行ったので報告する。

【対象と方法】2018年5月から12月の8ヶ月間に、信州大学脳神経外科とその関連施
設で行った脳血管内治療の13例を対象とした。各患者でヘパリン投与前と投与後に、
ヘモクロンRシグニチャーエリートの異なる2つのカートリッジ（JACT+、JACT-
LR）を用いて、同時にACTを測定した。

【結果】平均年齢は68.7歳、男/女は5/8であった。ACTのヘパリン投与前値は
JACT+/ JACT-LRで130±43.9/ 174±34.0、ヘパリン投与後値はJACT+/ JACT-LR
で211±42.9/ 279±37.9であり、いずれもJACT+よりもJACT-LRの方がACT値は
高かった（ともにp＜0.001）。またヘパリン投与によるACT値の上昇率には有意差
が無かった（p=0.70）。

【結論】ヘモクロンRシグニチャーエリートを用いたACT値はカートリッジ間で異
なっていた。JACT-LRはJACT+に比べて、ヘパリン濃度が低い領域での反応性が
良いとされているが、ヘパリン投与前のACT値も高かった。ACT値は絶対値では
なく、カートリッジや測定機器によって異なる事を認識する必要がある。脳血管内
治療においては、ACTの測定原理を理解した上で、目標ACT値を設定しヘパリン
投与量を決定する必要がある。

10969

DP-52-11
シリコン脳動脈瘤モデル内における各種コイルの特性評価法の検討
山家　弘雄（やまが ひろお）1、長塚　大騎（ながつか ひろき）1、
高野　駿（たかの しゅん）1、加藤　優（かとう ゆう）1、藤島　裕丈（ふじしま ひろたけ）1

1昭和大学横浜市北部病院�脳神経外科

【目的】脳動脈瘤塞栓用コイルは種類が多く、良い比較方法がない。特に2本目以降
のコイルの挙動は、先に挿入されたコイルやカテ位置により変化し、先のコイルで
視認困難なため、より評価が難しい。我々はシリコン脳動脈瘤モデルを用い、各種
コイルの挙動を簡便で正確に比較できる実験系を検討した。【方法】A)先行コイル
がある条件下でのコイルの挙動、B)finishing coilの挙動とマイクロカテのkick back
を検討した。形状や種類の違うコイルを5回以上挿入し、フィリップス社Azurion
を用い2方向から撮影。A)6mmの分岐部瘤モデルに6ｍｍコイルでVER10%とし、
ブランクロードマップ下に3mm～5mmの2Dと3Dの計6種類のコイルを挿入した。
B)6mmのside wall瘤モデルに径0.5mmのポリウレタン糸をVER32%となるよう挿
入しておき、母血管にステントを留置。90度のカテを瘤内に挿入して1.5mm～4mm
の10種類のコイルを挿入した。【成績】血管撮影装置のズーム機能を用いて、2方向
から撮影することで、視認は良好であった。コイルの分布は正面で均一でも、側面
では局在していることがあり、2方向からの観察は必須であった。A)は先にコイル
留置された中の次のコイルの評価方法として有用であった。VER10%のコイルであ
れば、ブランクロードマップ下の観察は容易であった。B)では1回目のコイル挿入
時に隙間ができ、2回目以降は同じ挙動をしやすい。ステントを留置したことで、毎
回モデルを用手的に外からもむことが可能で、瘤内の障害物の分布を均一にできた。
またステントが瘤外にポリウレタンが逸脱するのを防ぎ、カテーテルの挙動も観察
可能であった。【結論】いずれの手法もコイルの挙動を確認するためには有用であっ
た。
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DP-52-10
蛇行の強い椎骨動脈での血管内治療における局所麻酔による呼吸コン
トロールの有用性
後藤　峻作（ごとう しゅんさく）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、塚田　哲也（つかだ てつや）1、
池澤　瑞香（いけざわ みずか）1、大塚　崇史（おおつか たかふみ）1、
加藤　直毅（かとう なおき）1、中野　瑞生（なかの みずき）1

1名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科

【背景・目的】近年高齢者への血管内治療の増加に伴い、アクセスルートが悪い症
例に遭遇する機会が増加している。椎骨動脈は頸動脈に比べて細く、治療に際して
ガイディングカテーテル誘導後の血流の停滞や、誘導に伴う解離に注意が必要であ
る。頸動脈に比べてアクセスルートの蛇行が強く誘導困難な時の補助的なテクニッ
クが少ないことが血管内治療中の医原性解離や血流の停滞による虚血性合併症を増
加させる要因の一つであると考えられる。我々は、局所麻酔下で呼吸をコントロー
ルすることで安全に椎骨動脈での治療を行うことができたため報告する。【症例】症
例1: 54歳男性の左椎骨解離性動脈瘤にステントコイルを行なった。左椎骨動脈起始
部の蛇行が強く、35wireの誘導が困難であったが深吸気で呼吸を止めることで蛇行
が軽減し、引っかかりなくガイディングカテーテルが誘導でき、治療を行うことが
できた。症例2: 77歳女性の海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する治療で右椎骨動脈撮
影を行う際、右椎骨動脈起始部の蛇行が強く、35wireの誘導が困難であったが同様
に深吸気で呼吸を止めることで蛇行が軽減し誘導できた。症例3: 68歳女性の再発右
内頸動脈瘤に後交通動脈経由でのコイル塞栓術を行なった。左椎骨動脈の蛇行が強
く、ガイディングカテーテル誘導後に血流の停滞が見られたが深吸気を5分おきに
繰り返すことで血流の停滞を定期的に解消して虚血性合併症を起こすことなく、治
療を行なうことができた。【結語】蛇行の強い椎骨動脈において、局所麻酔下で治
療を行い、呼吸をコントロールすることで、引っ掛かりなくガイディングカテーテ
ルを誘導し、血流の停滞を減らし虚血性合併症を避けることができた。
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DP-53-4
心房細動を伴うCAS症例に対する抗血栓剤の比較検討
杉浦　嘉樹（すぎうら よしき）1、穴澤　徹（あなざわ とおる）1、
白坂　暢朗（しらさか のぶお）1、松本　佳之（まつもと よしゆき）1、
藤井　淑子（ふじい よしこ）1、成合　康彦（なりあい やすひこ）1、
鈴木　亮太郎（すずき りょうたろう）1、高野　一成（たかの いっせい）1、
永石　雅也（ながいし まさや）1、滝川　知司（たきがわ ともじ）1、
兵頭　明夫（ひょうどう あきお）1、鈴木　謙介（すずき けんすけ）1

1獨協医科大学埼玉医療センター

【はじめに】現在、心房細動を伴うCAS症例に対する抗血栓剤の選択に関して一定
の見解はない。今回、我々の施設にて施行されたCAS症例のうち、心房細動にて抗
凝固剤内服が必要な症例に関して出血、虚血性合併症、ステント内狭窄などについ
て検討した。

【方法】2012年2月から2020年3月までに当院で施行された265例のCASのうち、抗凝
固剤の内服が必要な20症例を対象とした。

【 結 果 】20 症 例 の 内 訳 は vitamin K antagonists(VKA)+single antiplatelet 
therapy(SAPT) が 2 例 (GroupA)、VKA+dual antiplatelet therapy(DAPT) が 3 例
(GroupB)、direct oral anticoagulants(DOAC)+SAPT が 13 例 (GroupC)、
DOAC+DAPTが2例(GroupD)であった。どのGroupにおいても出血性合併症は認
めなかった。ステント内狭窄は2例(GroupA,Cにて1症例ずつ)認めたが、有意差は
認めなかった(p=0.55, OR=0.49)。虚血性合併症はGroupCで1例認めたが有意差は認
めなかった(p=0.75, OR=0.88)。

【考察】今回の我々のstudyでは、抗凝固剤1剤+抗血小板剤1剤の症例は、抗凝固剤
1剤+抗血小板剤2剤の症例と比較して出血・虚血性合併症、ステント内狭窄のリス
クは上昇させないとの結果であった。また、通常のDAPT症例と比較しても出血・
虚血性合併症、ステント内狭窄のリスクは変わりなかった。この結果から、心房細
動を伴うCAS症例においては、出血性合併症のリスクを軽減させる目的で、抗凝固
剤1例+抗血小板剤1例の内服が推奨される。

【結語】心房細動を伴うCAS症例に対する抗血栓剤に関して報告した。今後、さら
に症例数を重ねて研究していくことが望まれる。
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DP-53-3
心房細動を合併した頚動脈ステント留置術後のDOACと抗血小板単
剤療法の検討
新居　浩平（にい こうへい）1,2、武村　有祐（たけむら ゆうすけ）1、
坂本　王哉（さかもと きみや）1、井上　律郎（いのうえ りつろう）1、
花田　迅貫（はなだ はやつら）1,2、平田　陽子（ひらた ようこ）1、
津川　潤（つがわ じゅん）3、木村　聡（きむら さとし）3、山田　美穂（やまだ みほ）3、
東　登志夫（ひがし としお）1,2,3

1福岡大学筑紫病院脳神経外科、2福岡大学大学院脳卒中予防・地域医療学講座、
3福岡大学筑紫病院脳卒中センター

【目的】頚動脈ステント留置術(CAS)の周術期薬物管理として抗血小板2剤併用療法
(DAPT)が推奨されている。しかしながら、既往症で抗凝固剤を服薬している症例
では3剤の抗血栓療法による出血リスクの増加が危惧される。今回、われわれは心
房細動（AF）を伴うCASにおいて、直接経口抗凝固薬（DOAC）と抗血小板薬の
安全性を検討した。

【対象と方法】2006年4月～2019年6月、AFで抗凝固薬を服用している頚動脈狭窄31
例に対してCASを施行した。DOACを服用していた14例は術前からDAPTを追加
し、術後はDOACと抗血小板単剤療法を継続しながら、術後の出血および血栓塞栓
イベントを調査した。

【結果】DOACの内訳は、ダビガトラン9例、リバーロキサバン2例、アピキサバン
2例、エドキサバン1例であった。DOACの減量基準に従い、3例は標準用量、11例
は低用量であった。術後の抗血小板剤の内訳は、アスピリン8例、クロピドグレル6
例であった。ワルファリンを含む抗血栓療法を選択した17例と比較して、DOACと
抗血小板単剤療法を併用した14例は、術後6ヶ月間の出血や血栓塞栓イベントは出
現しなかった。またステント内再狭窄も認めなかった。

【結論】抗凝固薬が必要となるAFを合併したCAS後の周術期薬物管理では、ワル
ファリンよりもDOACを併用した抗血栓多剤併用療法で出血イベントの発生を低減
できる傾向であった。DOACは、トロンビンやXa因子で活性化されるプロテアー
ゼ活性化受容体（PAR）の血小板凝集や炎症を抑制することによって、塞栓症だけ
でなく血栓症にも対処できる可能性が考えられた。

10406

DP-53-2
3D-CBCTでのステント画像を活用した広頚脳動脈瘤に対するステン
ト併用塞栓術後抗血小板療法の期間短縮の試み
明田　秀太（あけた しゅうた）1、輪島　大介（わじま だいすけ）2、
佐々木　弘光（ささき ひろみつ）1、高　由美（こう ゆみ）1、中島　司（なかじま つかさ）1、
砂田　拡（すなだ ひろむ）1、細川　真（ほそかわ まこと）1、米澤　泰司（よねざわ たいじ）1

1大阪警察病院脳神経外科、2奈良医療センター

【はじめに】広頚脳動脈瘤に対してステント併用の塞栓術が広く行われるようになっ
たが、それに伴う抗血小板療法は術前よりDAPT、術後6ヶ月でSAPT、1年で終了
が基本である。当院では、3D撮影で得られたステント画像を参考に、抗血小板薬
の投与期間の短縮を試みているので報告する。【対象と方法】2018年1月から2019年
7月に当院でAtlasを用いたステント併用塞栓術を行った18例、19動脈瘤が対象。手
術2週間前よりDAPT（アスピリンとクロピドグレル）を開始し、術後6ヶ月の脳血
管造影検査で良好な瘤内塞栓（完全閉塞あるいはネックレムナント）と、5％に希
釈した造影剤を用いた3D-CBCTでステントの血管壁への密着を確認すればSAPT
とし、3ヶ月以内でこれを終了、術後１年でMRI/MRAを撮影して経過をフォロー
した。【結果】術後6ヶ月の脳血管造影検査では全例で良好な瘤内塞栓と血管壁への
ステントの密着を確認しSAPTとした。SAPTは14/18例で3ヶ月以内、2/18例で6ヶ
月以内に終了し、2/18例では術前の脳梗塞既往のため継続した。全例で抗血小板療
法の減量、中止に伴う血栓合併症を認めなかった。【結論】5％に希釈した造影剤を
用いた3D撮影より得られたステント画像で血管壁への密着を確認することで、安
全に抗血小板薬の投与期間を短縮することができた。
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DP-53-1
当院でのLVISステント使用時の抗血小板剤療法
細貝　昌弘（ほそがい まさひろ）1、坂本　繁幸（さかもと しげゆき）1、
岡崎　貴仁（おかざき たかひと）1、田口　慧（たぐち あきら）1、
前田　雄洋（まえだ ゆうよう）1、飯田　幸治（いいだ こうじ）1

1広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科学

【目的】Braided-stentであるLVISステントは、laser cut stentより動脈瘤頚部の金
属被覆率が高く、整流効果を有する可能性があるため、我々は積極的に使用してい
る。一方、ステント支援下コイル塞栓術では抗血小板剤療法は必須であるが、その
種類、期間などに明確な基準はなく、周術期の抗血小板剤療法について統一した見
解はない。当院におけるLVISステント使用時の周術期抗血小板剤療法を後方視的
に検討した。【対象と方法】2016年3月以降、当院で未破裂脳動脈瘤に対して、LVIS
ステント支援下コイル塞栓術を行った30例の内、術後1年6ヶ月以上追跡を行なった
23例（平均年齢64歳、男性5名）を対象とした。周術期の抗血小板剤療法を後方視
的に検討した。【結果】動脈瘤部位は、内頚動脈14例、前交通動脈4例、椎骨動脈3
例、脳底動脈1例および後大脳動脈1例で、使用したLVISステントはblue11例、Jr.12
例であった。術前は、平均内服期間9.8日、クロピドグレル（CLP）+アスピリン

（ASA）+シロスタゾール（CIL）の3剤併用が9例、2剤併用が14例（CLP+ASAが
12例、プラスグレル(JAN)+ASAが2例）であった。術後の平均追跡期間は35.9ヶ月
で、抗血小板剤を完全に中止した症例は23例中17例（73.9％）であった。各抗血小
板剤の中止時期は、CILが術直後、JANが平均4.5ヶ月、ASAが平均6.4ヶ月、CLP
が平均15.1ヶ月で、CLPは75mgを50mgまたは25mgに減量後中止した。経過中、出
血性合併症なく、また各抗血小板剤の減薬後および完全中止後に症候性虚血性合併
症および無症候性DWI高信号域は認めなかった。【結語】LVISステント使用時の抗
血小板薬は、段階的に減薬し、術後1年程度で終了可能であった。
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DP-54-1
内頸動脈閉塞症に対して血栓回収術施行直後に同血管起始部に急激な
血栓形成を認めた1症例
取越　貞治（とりこし さだはる）1、元家　亮太（もといえ りょうた）1、
中島　悠介（なかじま ゆうすけ）1、北原　孝宏（きたはら たかひろ）1、
佐野　徳隆（さの のりたか）1、池田　宏之（いけだ ひろゆき）3、
早瀬　睦（はやせ まこと）1、西村　真樹（にしむら まさき）1、戸田　弘紀（とだ ひろき）2

1福井赤十字病院、2田附興風会�北野病院、3倉敷中央病院

38歳女性、好酸球性肺炎の診断で呼吸器内科入院中、右共同偏視、左上下肢麻痺が
出現した。頭部MRIで右前頭側頭葉にDWI高信号、及び右内頸動脈閉塞を認めた。
右中大脳動脈は前交通動脈を介して描出されていたが対側に比較すると低信号であ
りASLで右大脳半球に広範な還流低下を認めた。rtPA静注を行い、引き続き血栓
回収術を施行した。造影を行うと右内頸動脈は起始部より描出を認めず、ガイディ
ングカテーテルを右内頸動脈起始部に留置し吸引すると1 Passで再開通が得られた。
若年発症であり、血管炎の可能性も考慮し大動脈起始部、左内頸動脈、及び両側椎
骨動脈撮影を行なったが異常所見は認めなかった。終了前に再度右総頸動脈撮影を
行うと、内頸動脈起始部に血栓と考えられる陰影欠損を認めた。頭蓋内への血流は
良好であり、また、Protection deviceが使用出来なかったため、新たに形成された
血栓の回収は行わず治療を終了した。術後抗凝固療法を開始、残存血栓は頸部エ
コー及び頸部MRIでフォローアップし、発症21日目で完全に消失した。発症時、心
機能低下(EF30%)が見られ、好酸球性肺炎に対するステロイド 治療後であるため確
定診断には至らなかったが好酸球性心筋炎を合併しそれによる心機能低下、及び心
内膜血栓の合併により今回の内頸動脈閉塞症を発症したものと推測された。治療後
経過は良好でありmRS0で退院となった。新規に発生した血栓は塞栓により生じた
か同部位で急激な血栓形成が起こったかは不明である。新規の血栓を再度回収する
か薬剤治療とするかは判断に苦慮するところであり、本症例では結果的に血栓は消
失し良好な経過を得た。これまでの文献報告を基に対応方法について考察する。
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DP-53-7
急性期脳梗塞治療としてのファスジル動注療法の可能性
諸藤　陽一（もろふじ よういち）1、中川　慎介（なかがわ しんすけ）2、
藤本　隆史（ふじもと たかし）3、佐藤　慧（さとう けい）3、
松永　裕希（まつなが ゆうき）3、堀江　信貴（ほりえ のぶたか）3、
出雲　剛（いずも つよし）3、松尾　孝之（まつお たかゆき）3

1長崎医療センター脳神経外科、2福岡大学薬学部、3長崎大学脳神経外科

血栓回収療法の登場で急性期脳梗塞治療は格段の進歩を遂げたが、高い再開通率と
良好な転帰にはいまだ乖離があり、また時間的制約もありその適応は限られている。
今後、脳梗塞患者全体の転帰改善のためには、効果的な脳梗塞治療薬の開発が急務
である。血栓回収療法ではマイクロカテーテルを閉塞血管まで誘導する必要がある
が、これは急性期に効率的に薬剤をデリバリーできる絶好の機会とも考えることが
できる。ファスジルは特徴的なRho-kinase阻害作用を有しており、近年、神経保護
的に働くことも報告されている。血栓回収療法に引き続きファスジル動注を行うこ
とで、脳梗塞患者の転帰を改善できる可能性を探るため、in vitro血液脳関門モデ
ルを使用し、ファスジルが血液脳関門機能に与える影響を検討した。ファスジルは
ZO-1、occludin、claudin-5といった代表的なtight junction蛋白の発現を誘導してい
た。また、脳虚血によって引き起こされるtight junction機能の低下、透過性亢進
を有意に抑制していた。ファスジルは既に本邦においてくも膜下出血後の脳血管攣
縮治療薬として、静注療法だけでなく、動注療法としても使用されており、脳梗塞
治療応用における安全性は高いと考えられる。本研究結果においても、ファスジル
1-10 uMという低濃度でその効果を確認しており、臨床応用への可能性は高いと考
えている。血栓回収療法に引き続きファスジル動注療法を行うstrategyは、安全か
つ効果的な急性期脳梗塞治療として期待される。
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DP-53-6
心源性塞栓症に対しAMPA(α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メソオキサ
ゾール-4-プロピオン酸)受容体拮抗薬投与による梗塞巣抑制効果に
関する検討
内田　賢一（うちだ けんいち）1、託摩　裕史（たくま ひろし）1

1千葉徳洲会病院脳神経外科

はじめに 心源性脳塞栓症による血栓回収療法のエビデンスが確立され広く行われる
ようになった。脳梗塞に対する脳保護療法に関しては確立治療なく欧米では血栓回
収療法に併行した脳保護療法の臨床研究が行われている。脳梗塞拡大カスケードに
関与するグルタミン酸に対しAMPA受容体拮抗薬である、ぺランパネル(フィコン
パ)は グルタミン酸のオーバーシュートを抑制することより、脳梗塞拡大を抑制す
るという仮説に対し後方視的にこれを検証する。目的 動物の脳梗塞モデルにおける
ぺランパネル(フィコンパ)による神経保護に関する研究は、動物実験では有効とす
る報告がある。てんかん誘発の機序としてグルタミンの過剰放出及び再取り込み阻
害による部分が大きい。これは虚血における神経毒性に対する機序と共通のカス
ケードであり、心原性塞栓症などの比較的広範な梗塞に対しぺランパネル(フィコ
ンパ)を投与することにより、広範脳梗塞の痙攣に対する予防投与と並行して梗塞
巣拡大抑制の仮説を検討する。方法 主要評価項目：脳梗塞発症から24時間以内の梗
塞巣体積と発症から1週間経過した時点での梗塞巣体積を評価する。結果 脳梗塞の
拡大抑制が後方視的ではあるが、確認することができた考察虚血進展のカスケード
は複雑であり、広範囲脳梗塞に対する症候性てんかんに対する治療との併用として
ぺランパネル(フィコンパ)の投与は有効であると考えられた。また投薬に関しても
ドラッグリポジショニングであり安全性の観点からも有用である。結論 ぺランパネ
ル(フィコンパ)の梗塞巣拡大抑制としての神経保護機能の可能性を確認できた。但
し、脳梗塞カスケードは複雑であり更なる検討を要する。
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DP-53-5
当院におけるCAS治療における、血小板凝集能評価の取り組み
和田　始（わだ はじめ）1、高野　千恵（たかの ちえ）1、佐藤　広崇（さとう ひろたか）1、
齊藤　仁十（さいとう まさと）1、安栄　良悟（あんえい りょうご）1

1旭川医科大学

【はじめに】血小板凝集能の指標として、シスメックス社による透過法でPAL：
Platelet agration Levelが測定可能となった。治療に抗血小板剤2剤(：DAPT)導入
が必要な頸部内頸動脈狭窄症ステント留置術(:CAS)の抗血小板剤の効果判定に導
入、それ以前と比較検討した。【対象と方法】2017年1月以降内頚動脈狭窄症に対し
stent治療を行った63例中急性期治療を除き、術後MRI DWIが測定可能であった57
例を血小板凝集能機器導入前後で比較した。ステント留置術は、全身麻酔下、風船
付き親カテーテル及び、distalにfilter protectionを用い、遮断中静脈に返血するflow 
reveseで行った。入院7日前からスタチン、EPA、クロピドグレル75mg、アスピリ
ン10mgを導入し、治療前々日にシスメックス社による血小板凝集能検査を行い、
APLA、CPAL、エピネフリン検査を行った。導入した2019年5月前後で性別、年
齢、症候性、虚血性および出血性合併症について検討した。【結果】2群間では年齢、
性別、症候性の有無とも差を認めなかった。血小板凝集能を測定し5例(31.6％)で抗
血小板剤の調整を行った。症候性の合併症は前後とも出血1例、症候性脳梗塞1例で
あった。前後のDWI:平均数は前期4.5±8.9個後期1.27±1.4個、p=0.081であった。【考
察、結語】CASによる合併症は、術後の虚血性合併症に加え、過還流症候群による
と思われる脳内出血が挙げられる。今回は短い期間、単施設の小数例の検討で有意
な差を認めなかったが、信頼性があり保険適応のある血小板凝集能を測定する事で、
より安全にCAS治療を行えると思われる。
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DP-54-5
急性期虚血性脳卒中に対する機械的血栓回収療法成功後に生じた急性
閉塞の検討
能代　将平（のしろ しょうへい）1、金　相年（きん そうねん）2、
佐藤　亮太（さとう りょうた）1、坂下　恭也（さかした きょうや）2、
横山　林太郎（よこやま りんたろう）1、大瀧　雅文（おおたき まさふみ）1

1帯広厚生病院脳神経外科、2札幌医科大学脳神経外科

【はじめに】急性主幹動脈閉塞で、閉塞血管の再開通を得ることは良好な予後に寄
与する因子である。当院でも急性主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法を積極
的に実施している。しかし有効再開通を得た症例の中には治療終了後再閉塞に至る
症例が存在する。自験例につき、後方視的に検討を行った。【対象】2016年4月以降
に機械的血栓回収療法を行った104例のうち、術直後のMRAで再閉塞に至った3症
例を対象とした。全例でステントリトリーバーと吸引デバイスを併用した。【症例
1】内頚動脈(C4)閉塞で搬入された65歳の男性で、1パスでTICI 2bの再開通を得た
が、術後のMRAで内頚動脈閉塞に至った。回収された血栓は赤色調の新鮮血栓で、
塞栓症が示唆されたが明らかな塞栓源は判明しなかった。自然再開通は得られず、
mRS5で転院した。【症例2】中大脳動脈(M2)閉塞で搬入された72歳の女性で、3パス
で部分再開通が得られ、4パスでTICI 2bの再開通を得た。4パス目に白色調の組織
が回収され、粥状効果を伴った内膜組織であった。術後のMRAで中大脳動脈閉塞
に至り、自然再開通は得られず、mRS5で転院した。【症例3】錐体部内頚動脈閉塞
で搬入された88歳の男性で、TICI 2bの再開通を得るのに7パスを要し、多量の赤色
血栓が回収された。術後のMRAで中大脳動脈閉塞に至っていた。術翌日に自然再
開通が得られ、vessel wall imagingで動脈壁肥厚を認めた。広範脳梗塞が形成され、
mRS5で経過している。【考察】3症例のうち2例で、閉塞部の動脈硬化性変化が示唆
されており、動脈硬化性変化の存在は再閉塞のリスクであると考える。

10774

DP-54-4
DOACを開始した当日に再塞栓を生じ二度目の機械的血栓回収療法
を施行した一例
冨田　栄幸（とみた ひでゆき）1、柴尾　俊輔（しばお しゅんすけ）1、
水谷　克洋（みずたに かつひろ）1

1足利赤十字病院�脳神経外科

【症例】60歳男性。拡張型心筋症の既往があったが通院自己中断していた。発症の3
日前に心不全症状あり、近医に再通院していた。発症当日、突然の右片麻痺、意識
障害あり当院に搬送され左中大脳動脈閉塞の診断となった。t-PA静注に続き、機械
的血栓回収療法を施行しTICI 2Bの再開通を得た。術後は、失語は残存したが右片
麻痺は改善傾向であった。同日、経胸壁心エコーで左室心尖部に12x9mmの血栓を
認めた。術翌日MRIで梗塞巣内に微小出血あるため、数日増大がないことを見届
け、DAY5にエドキサバンを開始した。開始当日の午後に再度、右片麻痺の増悪を
認め、MRIで左中大脳動脈の再閉塞と診断した。2回目の機械的血栓回収療法を施
行しTICI 2Aの再開通を得た。エドキサバンを継続し、その後は再発作なく、心エ
コー上、DAY17に左室内血栓の消失を、DAY23に再発ないことを確認した。失語
は残存したが右片麻痺改善しDAY24に自宅退院した。【考察】心原性塞栓急性期で
の再発作は数%見られるとされ、特に心内血栓の存在は高リスクである。再発予防
は抗凝固薬が第一選択であり、導入時期は2週間以内が推奨されている。非弁膜症
性心房細動ではDOACが推奨されるが、器質的心疾患を有する症例はワーファリン
が第一選択である。しかし、DOACの方がワーファリンに比して心内血栓消失まで
の期間が短いとの報告もあり今回はDOACを投与した。DOACは投与後数時間で
血中濃度がピークに達っするため、不安定な血栓が飛散しやすくなり、投与開始後
短時間で再発した可能性も考えられた。DOAC開始後は再塞栓を想定し特に注意深
い観察を要する。
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DP-54-3
抗血栓療法中に脳梗塞再発をきたした症例の検討
甲斐　豊（かい ゆたか）1

1阿蘇医療センター

【目的】抗血栓療法（抗血小板療法、抗凝固療法）中に、脳梗塞を再発した症例を
検討する。【対象と方法】対象は、2018年4月から2019年3月までに脳梗塞で入院し
た116例中、抗血栓療法を施行中に脳梗塞を再発した8例である。初回発症病型、治
療内容、再発時病型について検討した。【結果】対象症例は、男性3例、女性5例、年
齢は64～89歳（平均76.5歳）であった。初回発症病型は、アテローム血栓性脳梗塞
3例、塞栓症5例であった。治療内容は、抗血小板療法6例（1剤投与（SAPT）5例、
2剤投与（DAPT）1例）、抗凝固療法2例（ワーファリン投与1例、新規抗凝固薬

（DOAC）投与1例）であった。全例、再発前の内服状況は良好であった。SAPT例
5 例は、全例DAPTに切り替え、DAPT例1例は、同量を継続した。ワーファリン
投与例は、発症前に出血合併症を併発したため減量されており、DOACに変更し
た。DOAC例1例は、腎機能により減量されていたため、別のDOACに変更した。
全例、治療変更後に再々発はきたしていない。【結語】抗血栓療法（抗血小板療法、
抗凝固療法）中に、脳梗塞を再発した症例は、再発前の適切な抗血栓療法が不十分
であった症例に発生しやすい特徴を認めた。特に、DOAC選択には、腎機能などに
よる容量調節に注意する必要がある。

10587

DP-54-2
血栓回収療法後早期に主幹動脈閉塞を再発し再度血栓回収を行った4
症例
高橋　賢（たかはし けん）1、木村　尚人（きむら なおと）2、
滝川　浩平（たきがわ こうへい）1、園田　卓司（そのだ たくじ）1、
山崎　直也（やまざき なおや）1、土井尻　遼介（どいじり りょうすけ）1、
横沢　路子（よこさわ みちこ）2、菅原　孝行（すがわら たかゆき）2、
菊地　貴彦（きくち たかひこ）1

1岩手県立中央病院脳神経内科、2岩手県立中央病院脳神経外科

【目的】急性期脳主幹動脈閉塞（large vessel occlusion : LVO）に対する血栓回収療
法後、早期にLVOを再発し再度血栓回収療法を行った症例の報告は少ない。当院
にて急性期に再治療を行った症例を報告する。【方法】2016年1月から2020年4月の
間、当院で急性脳主幹動脈閉塞症例に対して血栓回収療法を行った症例を解析した。

【結果】317症例のうち4例（1.3%）がLVO再発に対して再度血栓回収療法を受けて
いた。全例が女性で発症前mRS 0、急性期入院中の再発は1度のみだった。3例が初
回治療から24時間以内に再発し再治療を受けていた。年齢は中央値82(75.5-84.5)歳、
来院時NIHSSの中央値 21(11.75-22.5)、IV-tPAは3例、初回閉塞部位は左ICT閉塞が
1例、左M1遠位閉塞が3例、再発時閉塞部位は右ICI閉塞が1例、左ICT閉塞が1例、
左M1遠位閉塞が2例、病型は3例が心原性塞栓、1例が奇異性脳塞栓症疑診だった。
全ての治療はステントリトリーバーと吸引カテーテルを用いたcombined technique
で行われ、TICI 2b-3の再開通が得られていた。2度の血栓回収で出血性合併症は認
められなかった。90日後のmRS 0-2が50%、mRS 5-6が50%だった。【結論】脳梗塞
急性期にLVOを再発し再度血栓回収療法を行う症例は稀だった。再発は初回治療
後早期に認め、同側閉塞のことが多かった。再治療に伴う合併症は認められなかっ
た。
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DP-54-9
血管内治療後の透析患者に発症した造影剤脳症の２例
山名　慧（やまな さとし）1、府賀　道康（ふが みちやす）1、
中山　陽介（なかやま ようすけ）1、舘　林太郎（たち りんたろう）1、
勅使川原　明彦（てしがわら あきひこ）1、長谷川　譲（はせがわ ゆずる）1、
村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科、
2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

【はじめに】造影剤脳症は、造影剤投与に関連した稀な合併症の一つとして知られ
ているが、一過性で可逆的であり比較的予後は良好とされている。今回我々は血管
内治療後の透析患者に発症し、不良な転帰を辿った造影剤脳症の２例を経験したた
め報告する。【症例１】７９歳男性、ADL自立で末期腎不全のため血液維持透析中
の患者。脳血管内治療直後からけいれん重積状態となった。頭部CT上、左大脳半
球に広範な停滞する造影剤を反映した高吸収域と浮腫性変化を認め、造影剤脳症の
診断となった。保存的加療後、mRS５で転院となった。【症例２】８０歳男性、ADL
自立で末期腎不全のため血液維持透析中の患者。心臓カテーテル治療直後から意識
障害が遷延した。頭部CT上、左大脳半球に広範な停滞する造影剤を反映した高吸
収域と浮腫性変化を認め、造影剤脳症の診断となった。保存的加療後、肺炎による
敗血症のため死亡した（mRS６）。【考察】造影剤脳症は造影剤の種類や使用量など
との関連が指摘され、リスクファクターとして慢性腎臓病や末期腎不全、高血圧や
糖尿病などが報告されている。透析患者においては、造影剤の除去が不十分である
ことが原因と考えられており、治療として発症後早期の透析が有効であると指摘さ
れている。近年、透析患者に占める高齢者の割合は増加しており、透析患者に対し
て血管内治療を行う機会は少なくない。透析患者における造影剤脳症は、我々が経
験した症例のように必ずしも転帰良好といえない可能性があり、注意を要する。

10971

DP-54-8
急性期血行再建術後の穿刺部合併症に関連する危険因子の検討
沼尾　紳一郎（ぬまお しんいちろう）1、鈴木　健太郎（すずき けんたろう）1、
青木　淳哉（あおき じゅんや）1、齊藤　智成（さいとう ともなり）1、
片野　雄大（かたの たけひろ）1、沓名　章仁（くつな あきひと）1、
西　佑治（にし ゆうじ）1、竹子　優歩（たけし ゆうほ）1、
木村　龍太郎（きむら りゅうたろう）1、西山　康裕（にしやま やすひろ）1、
木村　和美（きむら かずみ）1

1日本医科大学大学院医学研究科�神経内科学分野

【背景と目的】術後合併症はその後の転帰を悪化させる可能性がある。穿刺部合併
症においても同様と考えられ、当院における急性期血行再建術後の穿刺部合併症の
発症率および発症に関連する危険因子の検討を行った。【方法と対象】２０１８年
１月から２０２０年６月末までに当院で急性期血行再建術を行った連続２９８例を
対象とした。major complicationは血管形成術やトロンビン注入療法を要した症例
と定義し、minor complicationは圧迫で止血が得られた症例と定義した。穿刺部合
併症発生群と非発症群の２群に分け、背景因子を後ろ向きに検討した。【結果】全
２９８例中、外科治療を要したmajor complicationが3例(1.00%;仮性動脈瘤 3例)、
minor complicationが36例(12.1%:皮下出血 32例、仮性動脈瘤 4例)であった。単変
量解析では穿刺部合併症に関連する因子として、抗血小板薬二剤併用(p=0.14)、
Angio-seal VIP使用(p＜0.05)、術後不穏状態(p＜0.05)、高齢(72±2 vs 76±4,p=0.80)
が挙げられた。多変量解析を行うと術後不穏状態(OR:3.54,CI:1.5-8.3,p＜0.05)、Angio-
Seal VIP使用(OR:3.86,CI:1.8-8.2,p＜0.05)が穿刺部合併症に関連した危険因子であっ
た。【結語】穿刺部合併症には術前の背景因子との関連は少なく、術後不穏状態、
Angio-Seal VIP使用が関連していた。
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DP-54-7
穿刺部合併症の３症例
松井　秀介（まつい しゅうすけ）1、平松　久弥（ひらまつ ひさや）1、
神尾　佳宣（かみお よしのぶ）1、神谷　実佳（かみや みか）2、
黒住　和彦（くろずみ かずひこ）1

1浜松医科大学脳神経外科、2焼津市立病院放射線科

【はじめに】穿刺部合併症として、皮下血腫、仮性動脈瘤(pAN)、後腹膜出血などが
知られている。今回、止血デバイス使用せず用手的圧迫後、3症例で穿刺部合併症
を経験したので考察を加え報告する。

【症例】症例1：61歳女性、未破裂脳動脈瘤に対しコイル塞栓術治療を行った。術後
数日後両側穿刺部に疼痛とbruit聴取したため精査したところ、両側の穿刺部にpAN
を認めた。エコーガイド下の圧迫で閉塞した。シース抜去後の不十分な圧迫止血が
原因と考えられた。症例2：77歳女性、破裂脳動脈瘤に対しコイル塞栓術を行った。
術後穿刺部の腫脹と貧血を認め精査したところ外腸骨動脈にpANを認めたためCT
ガイド下でのトロンビン注入を行い閉塞した。高位穿刺が原因と考えられた。症例
3：77歳男性、無症候性頸動脈狭窄症に対してステント留置術を施行した。シース
抜去時に血管拍動を認めないため、止血完了後に精査し、外腸骨動脈の解離による
閉塞を認めた。閉塞部位へステント留置を行い再開通した。腸骨動脈の強い屈曲蛇
行に対してシース挿入時に解離が生じたと推測された。

【まとめ】3症例に関しては基本に忠実に対応していれば防げた可能性のある合併症
であったが、慌てず正しく診断治療を行えば、改善治癒できる。

10385

DP-54-6
血栓回収療法後に残存した閉塞血管に対するアルガトロバンの有効性
について
沼　宗一郎（ぬま そういちろう）1、山田　丈弘（やまだ たけひろ）1、
村上　守（むらかみ まもる）2、丸山　大輔（まるやま だいすけ）2、
岸谷　融（きしたに とおる）1、田中　瑛次郎（たなか えいじろう）1、
藤並　潤（ふじなみ じゅん）1、福永　大幹（ふくなが だいき）1、
村上　陳訓（むらかみ のぶくに）2、永金　義成（ながかね よしなり）1

1京都第二赤十字病院脳神経内科、2京都第二赤十字病院脳神経外科

【目的】急性脳動脈閉塞に対する血栓回収療法(mechanical thrombectomy, MT)後
に完全再開通(TICIグレード3)が得られない場合、転帰改善効果が低減する。直接
トロンビン阻害薬であるアルガトロバン(ARG)は、遊離トロンビンだけではなく血
栓中のフィブリン結合トロンビンにも結合することから、ヘパリン(HEP)よりも残
存血栓の溶解作用を期待できる。今回、HEPと比較してMT後の残存血栓に対する
治療薬としてのARGの有効性を検討した。

【方法】2016年1月から2020年6月に当院でMTを施行した130例のうち、後方循環系
の閉塞16例、完全再開通(TICI3)45例、アテローム血栓性脳塞栓症10例、急性期に経
静脈的抗凝固薬を用いなかった8例、データ欠損1例を除いた50例(ARG群22例、HEP
群28例)を対象とした。発症10日後のMRAでの再開通の有無、CT-ASPECTSで評
価した梗塞巣のサイズ、3か月後の転帰良好(mRS0-2)の割合を有効性評価項目とし
て両群を比較した。

【結果】ARG群は22例(平均75.5歳、男性11例、tPA静注療法の併用31.8%)、HEP群
は28例(75.4歳、男性14例、tPA静注療法35.7％)であった。発症時のCT-ASPECTS 
(10 vs 9)、発症から来院までの時間 (116分 vs 222分)、 来院からアルテプラーゼ投与
までの時間 (58分 vs 75分)含め両群で患者背景に有意な差はなかった。発症10日後
の梗塞巣サイズは ARG 群で小さい傾向にあった (CT-ASPECTS 中央値8 vs 6, 
p=0.051)。再開通率(48.4% vs 46.2%, p=1.0)、3か月後の転帰良好の割合(45.8% vs 
40.9%, p=0.97)では有意な差はなかった。

【結論】MT後の残存血栓に対する抗血栓療法として、HEPと比較してARGは有効
である可能性がある。
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10150

DP-55-2
脳血管内治療術後管理における新人看護師の教育と課題
野崎　陽子（のざき ようこ）1、更田　明恵（ふけた あきえ）1、
柴山　聡子（しばやま さとこ）1、下村　晃子（しもむら あきこ）1、
中居　康展（なかい やすのぶ）1

1横浜市立脳卒中神経脊椎センター

【目的】脳血管内治療術後の患者を担当する新人看護師が感じる困難を明らかにし、
今後の新人教育における課題を明らかにする。【対象と方法】HCU所属の新卒看護
師2名を対象とした。新採用者の教育方法は、4月に資料を配布し、自己学習を実施
してもらった。6月初旬主担当期(フォロー者に支援を受けながら主で担当)、7月初
旬紙面をもとに術後管理の流れについてのオリエンテーションを実施し、7月末か
ら8月患者の担当を開始、8月リーダーフォロー期(リーダーに支援を受けながら担
当)とした。データ収集方法：独自に作成した振り返り用紙を活用し、1)主担当期
にオリエンテーションをした時2)主担当期に初めて担当した時3)新人教育プログラ
ム終了時の、3つの時期でインタビューを行い、内容を質的帰納法で分析した。【結
果】1)主担当期にオリエンテーションをした時では、〔紙面だけではイメージがで
きない〕〔脳血管治療特有の管理が多く不安がある〕の2群に分類された。2)主担当
期に初めて担当した時では、〔治療後の多角的知識が不足している〕〔イメージした
ものと違う〕〔多重課題が多く優先順位が立てられない〕〔心理的負担が強い〕の4
群に分類された。3)新人教育プログラム終了時では、〔合併症の対応に不安がある〕

〔術後の管理が難しい〕〔緊急手術に不安がある〕〔フォロー者によって指導内容が
違う〕の4群に分類された。【考察とまとめ】脳血管内治療では多くの知識が求めら
れるため、新人看護師を指導する際は、その不安や緊張に寄り添うこと、時期に
あった指導が必要である。

10935

DP-55-1
緊急脳血管内治療における安全の確保　～検査台での体位固定方法の
検討～
寺崎　京子（てらさき きょうこ）1、原田　久枝（はらだ ひさえ）1、
眞行寺　香織（しんぎょうじ かおり）1、渡辺　久枝（わたなべ ひさえ）1、
荒川　秀樹（あらかわ ひでき）1、磯島　晃（いそしま あきら）1

1日本赤十字社大森赤十字病院

【はじめに】緊急脳血管内治療において、意識レベルの低下した患者に対し、安全
確保は大変重要である。しかし、脳血管撮影室の検査台には専用の固定具はなく、
幅も狭く左右に柵もない。その中で、転落が起きないようにお互い注意していたに
もかかわらず、患者が検査台より転落する事例が発生した。今回、緊急治療におい
て簡易でありながら確実な検査台での体位固定方法について、医師、放射線技師と
共に検討したその取り組みを報告する。【実践】検査台での体位固定方法１）頭部
の固定（布にマジックテープをつけ作成）２）両上肢の固定（帆布にマジックテー
プをつけ作成）３）前胸部の固定（マジックベルト）４）下肢屈曲予防の固定（両
下肢に伸展位膝関節支持帯の装着）５）膝上部の固定（マジックベルト）【結果】マ
ジックテープ型の固定帯は紐型の固定帯より装着が簡易であり、装着時間及び治療
開始までの時間短縮につながった。下肢固定は、足首を止める紐型の固定から伸展
位膝関節支持帯（ニーブレス）と膝上部のマジックベルトの二重固定に変更し、確
実な下肢固定となり、挿入部が屈曲されることなく、治療がスムーズに行えるよう
になった。【結語】固定方法をチームで検討し、スタッフ全員が共有できるよう室
内に写真で掲示し、短時間で確実な固定ができるようになった。

10985

DP-54-11
パッチテスト陰性デバイス使用したステント支援瘤内塞栓術後金属に
よる遅発性アレルギーが疑われた1例
加藤　櫻子（かとう さくらこ）1,2、鈴木　一郎（すずき いちろう）2、
佐藤　加奈子（さとう かなこ）2、西澤　威人（にしざわ たけと）2、
川村　強（かわむら つよし）2

1八戸市立市民病院臨床研修センター、2八戸市立市民病院脳神経外科

【目的】金属アレルギーの既往があるため、パッチテストを行い陰性であったデバ
イスを使用したが術後に遅発性アレルギーによる脳浮腫をきたしたと推察された1
例を経験したので報告する。【症例】55歳女性、長径11.7mm、ネック6.3mmの左中
大脳動脈未破裂動脈瘤に対してステント支援瘤内塞栓術を施行した。金属アレル
ギーの既往あるため、術前に金属パッチテスト、デバイスパッチテスト施行、塩化
マンガン、塩化亜鉛陽性、使用したコイル、ステントは陰性であった。術後1か月
後より食思不振、全身倦怠感出現し徐々に悪化、術後3か月のMRIで動脈瘤周囲の
脳実質の浮腫性変化の所見が明らかとなり、術後4か月のMRIで浮腫性変化の増悪
を認め、血液検査では好酸球増多の所見、WBC15400（A-EO 43.9%）/μlの所見
を認めた。遅発性アレルギーの可能性が高いと考え、ステロイドパルス療法、フェ
キソフェナジン投与を行ったところ症状改善、好酸球は正常範囲内となり、MRIで
は動脈瘤周囲の浮腫性変化は縮小した。後日患者に確認したところデバイスパッチ
は検査中にはがれて自分で貼りなおしたことが明らかとなり不完全な検査であった
可能性があった。またデバイスパッチテスト結果は偽陰性であった可能性も考えら
れた。【結語】金属アレルギーを有する患者のデバイスパッチテストは有用である
が、不完全な検査、偽陰性となる場合も考えられるため注意が必要である。

10354

DP-54-10
横 ‐ S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対して中硬膜動脈からONYXで経
動脈的塞栓した際に、後大脳動脈分枝閉塞を来し脳梗塞を合併した1
例
姫野　隆洋（ひめの たかひろ）1、中道　淳仁（なかみち あつひと）1、
佐藤　恒太（さとう こうた）1、下村　怜（しもむら りょう）1、
大田　慎三（おおた しんぞう）1

1脳神経センター大田記念病院

【目的】横 ‐ S状静脈洞部硬膜動静脈瘻(T-S dAVF)に対して中硬膜動脈(MMA) 
posterior convexity branch(PCB)からONYXにより経動脈的塞栓(TAE)を行った際
に，後大脳動脈(PCA)分枝にONYXが流入し，動脈性脳梗塞を合併した１例を報告
する．【症例】60歳代　男性，X年に右側頭葉から後頭葉にかけての脳皮質下出血
を発症した．右 T-S dAVF を認め，経静脈的にシャントポイントの Target 
embolization，および，右後頭動脈(OA)からONYXでのTAEを行ったが，根治は
得られなかった．5年後にMRI画像上増悪を認め，再治療となった．右MMA PCB
よりONYX18でTAEを開始したが，塞栓中に突如右PCA分枝にONYXが流入した
ため，一旦注入停止した．注入再開し，その後は問題なくシャントの消失を得て終
了した．術後MRIでは右PCA領域に動脈性の急性期梗塞を認め，左上同名四分盲
を呈した．PCAに塞栓を起こしうる経路として，内頚動脈と潜在的吻合を有する
MMA petrosal branchを介した経路や，Tentorial arteryからMeningohypophyseal 
trunkやInferolateral trunkを介した経路,OAから椎骨動脈を介した経路などがある
が，それら経路へのONYXの進展はなかった．PCA末梢から硬膜へ小分枝が出て
いることがあるが，今回，その小分枝への吻合を介してPCAに塞栓したか，もし
くは皮質下出血の既往により，硬膜との吻合が後天的に形成され，その吻合を介し
て塞栓したものと考えられた．【結論】MMA PCBは比較的安全な塞栓が可能な血
管とされているが，PCA末梢への吻合がある場合があり，注意を要する．皮質下出
血等の既往がある際には，後天的吻合が形成されている可能性も考慮する必要があ
る．
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DP-55-6
全身麻酔下の脳動脈瘤塞栓術におけるマニュアルと講習会を用いた効
果的な看護教育方法についての検討
森崎　翔満（もりさき しょうま）1、金子　浩美（かねこ ひろみ）1、
中島　ひろみ（なかじま ひろみ）1、田場　兼作（たば けんさく）1、
濱田　祐介（はまだ ゆうすけ）1、藤谷　茂太（ふじたに しげた）1、
細尾　久幸（ほそお ひさゆき）1、玉井　久義（たまい ひさよし）1、
鶴田　和太郎（つるた わたろう）1

1国家公務員共済組合連合会虎の門病院看護部SCU

【背景】新病院移転に伴い、血管撮影室が手術室からICU・SCUの管轄に変更となっ
た。ICU・SCUに所属する看護師が本来の業務とは大きく異なる脳血管撮影室の看
護業務も担当し、全身麻酔下の血管内手術では麻酔科医や脳血管内治療科医と協働
することとなった。今まで行ったことのない業務を開始するにあたり、マニュアル
作成と診療科からの講習会を行った。どの程度の教育効果があったのか、検討する
こととした。【目的】全身麻酔下の脳血管内手術の知識・手技の習得について現状
の把握と、マニュアル・講習会を用いた教育方法の効果を検証することで、今後の
スタッフ教育の質の向上につながることを目的とする。【対象】血管撮影室業務を
行っているICU・SCU看護師（2020年4月に入職し血管撮影室業務を行う新人看護
師を含む）。【方法】全身麻酔下の脳血管手術の介助を行うICU・SCU看護師に対し
て全身麻酔下の脳血管内治療手術における知識・技術の取得状況についてアンケー
トを用いて現状を把握した。脳血管内治療介助業務と麻酔関連業務について既存の
マニュアルの改訂を行い、脳血管内治療科医師・麻酔科医師それぞれから講習会を
開催した。その後、教育方法の効果について検討した。また、評価の項目は以下の
内容とした。   血管内治療科関連：器械開き、薬剤・器材準備、凝固能検査、術中
介助、術中記録など。麻酔科関連：麻酔器準備、麻酔導入と挿管介助、Aライン準
備・介助、抜管介助など。【結果・結論】当日に取り組みと検討内容について発表
する。

10108

DP-55-5
脳血管模型作成研修による学習効果の検討
渡邊　俊一（わたなべ しゅんいち）1、千原　英夫（ちはら ひでお）2

1一般財団法人�平成紫川会�小倉記念病院�看護部、
2一般財団法人�平成紫川会�小倉記念病院�脳卒中センター�脳神経外科

【目的】これまでA病棟では脳血管に対する研修は文章や図解を用いた講義形式で
あった。しかし、脳血管の走行を立体的にとらえることは困難であり、学習した内
容が臨床で観察やケアに結びにくいではないかと考えた。そこで脳血管模型作成
キット（株式会社メデタ社製）を使用し、脳血管を立体的に学ぶ研修を開始した。
研修の学習効果について検討した。【方法】脳血管疾患関連部署の看護師約30名を
対象とし、脳血管模型作成研修を実施。実施前後のテスト結果から脳血管の名称や
走行についての理解度を比較。また、脳血管疾患関連部署の看護師54名を研修受講
者と非受講者に分け、脳血管の名称や走行の理解度を継続的にアンケート調査し、
その結果を比較した。【結果】　研修前後テストでは主要血管12本の脳動脈の走行に
おいて研修前2.7本の正答が、研修後11.3本となった。また、前後交通動脈の走行の
正答率は、前交通動脈で50％が100％、後交通動脈で8.3％が87.5％と向上した。ま
た、立体的なイメージがついた、観察や検査画像を見る際に役立つという意見が多
く聞かれた。研修後12ヶ月のアンケート調査では、脳血管の位置や走行の理解、脳
血管の立体的なイメージについて研修群で良好な回答を得た。【結論】脳血管模型
作成研修は、脳血管を立体的構造に学ぶことができ、その走行や検査画像を理解す
る際の一助となったと考える。ただし、毎日の臨床での経験知が今回の結果に大き
く影響している事も考えられるため、研修のみの有効性を言うことはできない。し
かし、受講群が非受講群に比べ理解度が良好な傾向であることを踏まえると、脳血
管模型作成研修の意義はあると考える。

10173

DP-55-4
脳血管内治療におけるバルーン加圧式ベルト導入後の腰痛緩和に向け
た取り組み
塚本　みちる（つかもと みちる）1、中瀬　裕絵（なかせ ひろえ）1、
川瀬　諒（かわせ りょう）1、大西　恵理奈（おおにし えりな）1、
泉　孝嗣（いずみ たかし）2、西堀　正洋（にしほり まさひろ）2

1名古屋大学医学部付属病院看護部、2名古屋大学医学部附属病院脳神経外科

【背景と目的】
当院では先行研究に基づき安静度の緩和を図っているが、長時間安静による腰痛の
訴えを聞くことがしばしばある。そのため、昨年度よりバルーン加圧式ベルトを導
入し、治療後4時間後より体位変換可能とした。その結果、導入前後で腰痛のNRS4
以上の発生率は減少したが、NRS1-3の発生率は減少しなかった。バルーン加圧式ベ
ルト使用群は、治療後4時間で自力体位変換可能としたが、自身で体位変換ができ
た患者は少なかった。患者側の要因としては自身で行うことをためらったこと、看
護師側の要因としては自力体位変換可能となることをうまく説明できていなかった
ことが考えられる。さらなる腰痛緩和に向けた取り組みとして、今後は自身で安全
に体位変換を行えるよう工夫していく必要があると考えられたため、4時間後の自
力体位変換が可能となるタイミングでの指導を強化した。その効果の検証のため本
研究を計画した。

【対象と方法】
対象は脳神経外科において血管内治療を施行した患者とし、2019年7月1日～2019年
9月30日までの指導前患者群と、2020年5月1日～2020年9月30日の指導強化後の患者
群に分け、患者の年齢、疾患、術式、穿刺部血腫の発生の有無、腰痛の程度・腰痛
の発生時間、鎮痛剤使用の有無、表皮剥離の有無、抗凝固薬使用の有無をカルテで
調査する。穿刺部血腫の発生率・腰痛の発生時間、鎮痛剤使用の有無、表皮剥離の
有無を指導強化前後で比較した。

【結果】
両群合わせて約80名が対象となる見込みである。4時間後に体位交換を指導した群
で患者の腰痛は軽減し、穿刺部血腫の発生率は増加しなかったという仮説の検証を
行う。

10337

DP-55-3
脳血管撮影における検査前オリエンテーションの検討
横塚　まり（よこつか まり）1、中村　真理子（なかむら まりこ）1、
小杉　莉央（こすぎ りお）1、鉾建　隼（ほこだて じゅん）1、
庄子　美根子（しょうじ みねこ）1、鹿毛　淳史（かのけ あつし）1、
古知　龍三郎（こち りゅうざぶろう）1、吉田　浩二（よしだ こうじ）1、
松本　康史（まつもと やすし）1

1一般財団法人広南会広南病院

【背景】広南病院血管内脳神経外科は1993年より稼働し、過去10年間の脳血管内手
術症例数は3200件を超え、約9000件の脳血管撮影検査（以下ＤＳＡ）が行われてい
る。DSAは、主に術前検査や病態確認・治療後のフォローアップとして行われてい
るが、患者への負担が大きく、合併症の危険もある侵襲性の高い検査である。従来、
当病棟で実施しているDSA前オリエンテーションは、検査前日や入院時に検査当
日の流れや検査前後の注意点などが文章で簡潔に記載されたラミネート板を使用し、
その上、で看護師が個々の知識や経験から補足説明を行っている。しかし、検査当
日になり、患者から「どんな検査なの」「なぜ尿管を入れるの」などの質問があり、
多くの患者が十分に検査を理解できていない実情があった。【目的】看護師の知識
や経験に関わらず、指導内容を統一しＤＳＡ前オリエンテーションを改善し、患者
のDSAに対する理解度を高める。【方法】病棟看護師を対象に従来のDSA前オリエ
ンテーション内容についてアンケートにて実態調査を行った。これらの調査結果を
ふまえて、DSAの写真や絵を多く使用した説明パンフレットを新たに作成した。
DSA説明パンフレット使用前後をアンケート調査で評価・検討を行った。【考察】
従来の簡易的なラミネート板を使用していた時には個々の看護師により説明内容の
差異が生じていた。新たにDSA説明パンフレットを用いて指導内容を統一するこ
とで、オリエンテーションが充実すると考える。また、DSA説明パンフレットを用
いたDSA前オリエンテーションを受けることで、患者自身もDSAに対して理解を
深め、不安軽減に繋がると考えた。
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10251

DP-55-10
HCU術前入室オリエンテーションの運用方法改訂～実施率向上を目
指して～
鈴木　理子（すずき りこ）1、五十嵐　美紀（いがらし みき）1、
宗像　理恵子（むなかた りえこ）1、大畑　智美（おおはた ともみ）1、
植田　敏浩（うえだ としひろ）1

1聖マリアンナ医科大学東横病院

【背景と目的】当院HCUでは定時の脳血管内治療患者に対して、HCUスタッフによ
りHCUを見学してもらいながら術前入室オリエンテーション（以下術前オリ）を
実施することになっている。しかし、術前オリの実施率が2割程度という現状が続
いていた。そこで術前オリの実施率向上のために、これまで低かった原因を検討し
運用手順や方法を見直したので報告する。【方法】定時の脳血管内治療を行う患者
が入院する脳卒中センタースタッフ30名に対して、術前オリの認識について無記名
でアンケート調査を実施した。結果を踏まえて術前オリの運用手順や方法を検討し、
改訂したものをHCUスタッフ、脳卒中センタースタッフへ周知し運用を開始した。

【結果】アンケートの結果から、術前オリに対して全員に実施すべきというHCUス
タッフと、希望者だけでよいという脳卒中センタースタッフの認識の違いがあるこ
とが分かった。そこで、新たにHCUから術前オリ実施当日に病棟へ電話連絡を行っ
て時間調整をする方法へ変更した。さらにスタッフへ再周知、術前オリの運用手順
と方法の改訂を行い、実施率が4月の時点で6割程度に向上した。【結論】術前オリ
を改訂し運用方法を見直した結果、HCUスタッフと脳卒中センタースタッフの術前
オリへの意識の共有化が図れ、その実施率は著明に向上した。今後は、新たな術前
オリを各病棟スタッフへ定着させることが必要である。また、術前オリで得た患者
の情報をHCUへ入室した際に活用し、個別的な看護が行えるような方法の検討も
行っていく。

10276

DP-55-9
局所麻酔下で脳血管内治療を受ける患者の心理に及ぼす環境因子の調
査
遠藤　奈律子（えんどう なつこ）1、兼平　利子（かねひら としこ）1、
坪井　ふみ子（つぼい ふみこ）1、木村　尚人（きむら なおと）2

1岩手県立中央病院看護部地下放射線科、2岩手県立中央病院脳神経外科

【はじめに】当院では2019年度387例の脳血管内治療を実施しており、急患患者を除
いた内訳は全身麻酔73例、局所麻酔156例であった。特に局所麻酔下の意識のある
状態で治療を受ける患者は、術中に何か苦痛を感じても訴えることが難しい状況に
ある。そこで安全で苦痛が最小限に治療が受けられるよう、局所麻酔下で脳血管内
治療を受ける患者の術中の心理に及ぼす環境因子を調査し実態を明らかにしたいと
考えた。【方法】研究対象は2020年4月に予定の局所麻酔下で脳血管塞栓術、頚部ス
テント留置術を受けたJCS0判定の患者4名。先行研究をもとに独自で作成したアン
ケートを治療翌日以降に、患者を訪問し対面式に聞き取り収集を行った。本研究は
倫理委員会で承認を受け実施した。【結果】当院では治療中抗不安薬、オピオイド
鎮痛薬を前投薬として使用している。治療中の記憶について覚えているとの回答は
100％、人的環境では医師の声が100％、一方で途中から看護師の存在が認識できな
くなった患者もいた。物的環境ではベットの冷たさが25％、その他では治療中体を
動かせない辛さが75％あった。【考察】患者は治療中、意識があり周囲環境を感じ
ながら治療に望んでいることが分かった。医師の声が一番意識されやすかったのは、
緊張の中でも自分の治療に関する情報が気になり安心と恐怖心で気持ちが揺れ動い
ている表れだと思われた。看護師は患者に安心を与えるために、積極的な声かけは
できなくても近くにいること、患者から訴えられることなど事前に説明、情報共有
することが重要であると考えられた。物的環境についても個別性に合わせたベット
の保温や体位固定の方法など、検討していく必要がある。

10485

DP-55-8
RASSスコアに基づいたデクストメデトミジンの投与量調節は、脳血
管内治療中の意識下鎮静において患者の有害反応と不安を減少させる
か？
松岡　架林（まつおか かりん）1、泉　孝嗣（いずみ たかし）1、
西堀　正洋（にしほり まさひろ）1、中川　美保子（なかがわ みほこ）1、
高橋　知子（たかはし ともこ）1

1名古屋大学医学部附属病院

【背景】当院ではデクストメデトミジン（以下DEX）を用いた意識下鎮静下にて脳
血管内治療を行っている。鎮静深度Richmond Agitation-Sedation Scale（以下
RASS）スコアが-3以下となると低血圧・徐脈が91％で認められたこと、患者の1割
では術中に不安を感じていたことを昨年の本学会にて報告した。この結果を受け
DEXの初期投与量を比較的少量で統一し、維持量の調節はRASSスコア-1~-2点の
維持を目標とした。また、RASSの評価方法を医師と見直しスコアの正確性の向上
を目指した。これらの変更がバイタルサイン（以下VS）の安定や患者の安楽のた
めに有用であるかについて検証を行うこととした。【目的】DEXの投与プロトコー
ルの変更でVSの過度な変動が減少するか、患者の術中の不安が減少するかについ
て検討を行う。【方法】2019年6月～2020年10月の間に未破裂脳動脈瘤に対して脳血
管内治療を受け、術後に調査を実施できた患者を対象とする。DEXは当初のプロト
コールでは術者の選好で3 or 6μg/kg/hrで投与開始し、投与開始5分後の鎮静評価
から維持投与量を決定し主としてVSの変動をもとに維持投与量を調整していた。
2020年７月より初期投与量を3μg/kg/hrに統一し、投与量の調整はRASSスコア-1
～-2の維持を目標とした。徐脈・低血圧の出現率、患者の術後訪問調査における調
査項目の比率についてプロトコールの変更前後で比較を行う。統計解析は術後訪問
の調査項目はMann-Whitney検定で、徐脈・低血圧の発生した割合はFisher’s exact 
testで行う。【結果・結論】鎮静評価方法とDEXのプロトコールの見直しを行うこ
とで副作用の出現率を低下させ、患者の主観的評価が改善するという仮説を検証す
る予定である。

10533

DP-55-7
脳血管内治療における外来看護師のロールプレイ学習会の成果～不安
の軽減を目指して～
前田　智子（まえだ ともこ）1、森　由華（もり ゆか）1、中村　和子（なかむら かずこ）1、
一ノ木　伊津子（いちのき いつこ）1、三輪　由佳（みわ ゆか）1、
竹内　華奈子（たけうち かなこ）1、立川　菜緒子（たちかわ なおこ）1、
中井　佐奈（なかい さな）1、朝倉　文夫（あさくら ふみお）2

1済生会松阪総合病院看護部、
2済生会松阪総合病院脳神経外科脳・脊髄血管カテーテル治療センター

【目的】A病院では休日時間外の緊急脳血管内治療に放射線科看護師の他に外来看
護師が応援にあたる。業務経験が少ない外来看護師の不安を軽減することを目的に
ロールプレイ学習会を開催した。この学習会の成果をアンケート調査で評価したた
め報告する。【方法】対象はA病院の外来に勤務しロールプレイ学習会に参加した
看護師28名とした。調査方法は独自に作成したアンケート用紙を配布し回収した。

【倫理的配慮】アンケートは無記名とし、自由意思での回答、個人が特定されない
形での発表を書面に記載した。研究への参加は回答をもって同意とした。【結果】ア
ンケートの回収は28名（回収率100％）であった。看護師経験平均年数は18.53年、
外来勤務経験平均年数は6.85年、脳血管内治療経験平均回数は1.75回だった。入室
時からの流れについてイメージできたかの質問に対し「入室の準備」「清潔ガウン
介助」「Aラインの挿入」「ACT測定」全ての項目で「とてもできた」「できた」と
の回答が80％以上を占めた。業務についての思いに関しては「不安が軽減した」85％

「変わらない」10％「不安が強くなった」5％であった。ロールプレイ学習会の継続
については「必要である」と全員が回答した。実際業務を経験した看護師の78％が
ロールプレイ学習会は「役に立った」と回答した。【考察及び結論】アンギオ室を
使用したロールプレイ学習会は業務内容が明確化され、脳血管内治療の経験の少な
い外来看護師にとって業務のイメージがしやすく、不安の軽減につながったと考え
る。また、単発での学習会では技術の習得に限界がある為、さらに不安の軽減を図
るためにも定期的に繰り返し学習会を行うことが必要であると考える。
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10114

DP-55-14
SCU看護師における緊急血栓回収術介助の不安軽減に向けて
田邉　良治（たなべ りょうじ）1、井下　なつみ（いのした なつみ）1、
飯塚　さおり（いいづか さおり）1、岩崎　充宏（いわさき みつひろ）1

1IMSグループ横浜新都市脳神経外科病院

1.はじめに　当院はSCU看護師が夜間の緊急血栓回収術介助に携わっている。しか
し経験が少ないこともあり、不安がある中介助を行っている。使用物品に対する不
安の声が多かったことから、様々な場所から取り出す必要のある物品を１か所に集
約することで、緊急血栓回収術介助に対する不安軽減につながると考え本研究に取
り組んだ。2.目的　緊急血栓回収術の使用物品を集約することにより、SCU看護師
の不安軽減を図る。3.方法　1対象：SCU看護師17名2評価方法：血栓回収術物品棚

（以下物品棚とする）作成前後で緊急血栓回収術介助について質問紙調査を実施。3
緊急血栓回収術で使用する物品を集約化した物品棚を作成。（物品ごとに箱で分別、
物品名称をシールで表記）4.結果　アンケート結果において物品棚設置前は緊急血
栓回収術に対する不安があるが87％であり、不安要因として物品の名称や位置に対
する不安が69％であった。物品棚設置後は不安が軽減されたが100％であり、自由
記載では「あちこちから物品を出す必要がなく、時間短縮につながると思う」「デ
バイスが一目で見やすくわかりやすい」という結果であった。5.考察　緊急血栓回
収術という緊張状態が強い環境下での業務は不安が大きい。今回アンケート結果で
不安が軽減された要因として、不安要因であった物品に対し集約したことで動線が
短くなりスムーズに介助が実施できるようになったこと、また物品を分かりやすく
可視化したことで物品の名称や位置に対する不安が軽減したと考える。6.結論　緊
急血栓回収術に使用する物品を集約、可視化した血栓回収物品棚の作成は、緊急血
栓回収術介助に対し不安を持つSCU看護師の不安軽減に繋がった。

10135

DP-55-13
緊急再開通療法時の実践型シミュレーション研修の効果について
望月　友梨恵（もちづき ゆりえ）1、森本　将史（もりもと まさふみ）1、
岩崎　充宏（いわさき みつひろ）1、細見　敬介（ほそみ けいすけ）1、
守屋　あゆみ（もりや あゆみ）1、山崎　英一（やまざき ひでかず）1、
安藤　聖記（あんどう せいき）1、菊池　純世（きくち すみよ）1、
下山　志緒里（しもやま しおり）1、久保　亜矢子（くぼ あやこ）1

1IMSグループ横浜新都市脳神経病院

【はじめに・目的】緊急再開通療法時の看護師の不安軽減のため、昨年度に実践型
シミュレーション研修を実施した。その際、8割以上の看護師に不安軽減が得られ、
実践型シミュレーション研修の有効性が示された。今年度は、緊急再開通療法の介
助経験がない看護師に対する不安軽減および知識・技術を均てん化を図るため、同
様の研修を行った。【方法】本番の臨場感を体験できるように手術動画の用意と台
本の作成を行った。台本には治療に携わる役と各々のセリフや行動を明記した。研
修担当者が見本として動画と台本を用いて実践型シミュレーションを行い、その後、
介助経験のない看護師が同様に実施。研修前後でアンケートを取り、不安軽減率を
明白にした。【結果】研修後に行ったアンケートで、治療に対する理解が深まった
ことによる不安軽減が91.7％の看護師に見られた。具体的な内容としては緊急再開
通療法の介助の方法やデバイスの理解が出来たとの意見が多かった。一方で実際の
治療介助に対する不安は拭いきれず、実際の現場で対応出来るかどうか、また、実
際の治療介助の速度についていけるか不安という意見が挙げられた。【考察・結論】
実践型シミュレーションは介助経験のない看護師に対しても、治療内容や介助の動
き等の理解を深めることが出来、不安軽減を図ることが出来ると考える。一方で実
際の現場で出来るかどうかに対しての不安については、一度の研修では効果を得る
ことが難しいと考える。それを踏まえ、実践型のシミュレーション研修を何度も反
復して体験していくことが、介助動作を習得でき、実際の治療に入る上での不安を
軽減させることが可能になると予想される。
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DP-55-12
脳血管内手術に伴う放射線皮膚障害の現状
浜塚　智幸（はまつか ともゆき）1

1医療法人雄心会函館新都市病院看護部

【目的】脳血管内手術は頭部をターゲットにした局所被爆であり、用いられるX線
のエネルギーが低く特異的に皮膚に吸収されやすいため放射線皮膚障害が発生しや
すい。近年、デバイスの進歩、適応拡大により複雑な脳動脈瘤、高難易度の硬膜動
静脈瘻(以下dVAF)や脳動静脈奇形(以下AVM)などが増加し長時間の透視や頻回
な撮影が行われるケースが増えた。それに伴う被曝量の増大による脱毛や紅斑、難
治性潰瘍など放射線皮膚障害の発生も増加している。そこで脳血管内手術における
放射線皮膚障害の発生について現状を調査し結果を報告する。【期間及び対象】2015
年1月～2019年12月までに脳血管内手術を受けて線量が3Gyを超えた114例【方法】
被曝線量が3Gyを越えた患者の放射線皮膚障害の有無をカルテから調査【結果】114
例中5Gyを越えた2例に放射線皮膚症状が発生した。内訳は退院後外来受診時に脱
毛の訴えた１例と入院中頭皮高位正中付近に落屑・炎症の1例であった。【考察】調
査の結果114例中5Gyを越えた症例は21例あり、その内放射線皮膚障害が発生した
のはAVM塞栓術１例、dAVF塞栓術1例であった。5Gyを越えた患者は複数いたが
放射線皮膚障害の発生はなかった。カルテには放射線皮膚障害についての記載がほ
とんどない事や線量が3Gyを越えた患者に対し追跡調査を行っていない為、放射線
皮膚障害発生の現状把握には至らなかったと考えられる。要因としては、脱毛につ
いて患者本人が気づいていない事や看護師の放射線皮膚症状に関する知識が不足し
ており、観察ができていない事が挙げられる。今後は放射線皮膚障害について、看
護師への啓蒙や線量調査を開始することで放射線皮膚障害の把握に努めていきたい。
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DP-55-11
血管内治療後の大腿動脈穿刺部合併症と離床遅延についての検討
荻　紗綾（おぎ さあや）1、加藤　美奈子（かとう みなこ）2、
荒川　春美（あらかわ はるみ）1、伊藤　翔平（いとう しょうへい）3、
木全　将之（きまた まさゆき）3、星長　俊輝（ほしなが としあき）3、
浅井　琢美（あさい たくみ）1

1国立病院機構名古屋医療センター�看護部、
2国立病院機構名古屋医療センター�診療看護師、
3国立病院機構名古屋医療センター�脳神経外科

【背景】大腿動脈穿刺後の安静制限は止血において重要であるが、長時間に及ぶと
腰痛などの苦痛につながる。2016年の本会で初期止血後、6時間出血が生じなけれ
ばギャッジアップ(GU)が出血に影響しないことを報告した。2017年5月から早期離
床をクリニカルパス(CP)に導入したため、CP導入後の穿刺部合併症について検討
した。【方法】対象は2017年5月から2020年3月までに予定治療として大腿動脈穿刺
を行った脳血管内治療103例を対象とした。CPにおける安静指示は帰室から6時間
経過するまでは症状安静(GU 15°)とし、医師により止血が確認されれば看護師の観
察下に食事摂取時のGU(60°)および体位交換が許可された。翌朝の診察後から車椅
子移乗可、術二日後から歩行開始可とした。今回離床遅延もしくは再処置を必要と
した穿刺部合併症について後ろ向きに検討した。【結果】穿刺部合併症は4例(3.9%)
に生じた。2例(1.9%)は安静解除前に、1例(1.0%)は初回の安静解除直後に皮下血腫
が生じた。いずれも看護師の観察により発見され、医師による再圧迫で止血が得ら
れた。3例とも翌朝まで臥床安静とし、翌日からはCPに沿った安静解除が可能で
あった。しかし、1例(1.0%)はCP通りに安静解除を行い独歩退院したが、退院翌日
に穿刺部腫脹を来し、仮性動脈瘤の形成を認めたため再入院・再圧迫を行った。【考
察】99例(96.1%)では穿刺部合併症を生じずにCPに沿った早期安静解除が可能であっ
た。出血の多くは初回安静解除までに生じており、看護師による観察が重要である。
退院後仮性動脈瘤が生じた1例についても退院までに皮下血腫が残存していたため、
観察を繰り返し、疑わしければ医師へ報告するように努めていきたい。
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技DP-1-4
Cone beam CTにおける金属アーチファクト低減処理の管電圧によ
る効果の違い
鹿島　啓佑（かしま けいすけ）1、福島　康宏（ふくしま やすひろ）1

1京都大学医学部附属病院放射線部

【目的】血管撮影装置のCone beam CT（CBCT）に搭載されている金属アーチファ
クト低減処理syngo DynaCT SMART（以下，SMART，SIEMENS社）は，初期
画像から金属部分を抜き出す→順投影→投影データの欠損部分を非線形補間→逆投
影→金属画像を加算し，アーチファクト低減画像を作成する．本研究では，管電圧
を変化させたときのSMARTの効果を相対artifact index（以下，AIr）にて評価し
た．【方法】AIrはアーチファクトを含む画像（以下，アーチファクト画像）のSDA

と含まない画像（以下，ノイズ画像）のSDBより，(SD2
A-SD2

B)0.5/SDBで求められ，
ノイズ量に影響されない指標である．血管撮影装置Artis zeego（SIEMENS社）を
使用し，20 s収集のCBCTで水ファントム（直径200 mm）を用いてノイズ画像を
取得した．また，水ファントム上部に鉛玉（直径2 mm）を設置しアーチファクト
画像を取得した．管電圧は70 kVと109 kVとし，撮影回数は4回とした．アーチファ
クト画像はSMARTの有無を含めて4種類とし，それぞれで1回の撮影につきz方向
に4枚の画像（計16枚）を取得してAIrを算出し，多重比較（Tukey法）によって差
の検定を行った．【結果】109 kVと70 kVの画像のAIr は，SMART無しで1.77と
1.97，SMARTで0.28と0.17となった．多重比較では，管電圧に関わらずSMARTの
方がAIrは有意に低く，管電圧が異なる画像間においてはSMART無しでは有意差
が見られたが，SMARTでは有意差があるとは言えなかった．【結論】SMARTを使
用しない場合は，管電圧を高くすることで金属アーチファクトを低減できる．
SMARTを使用した場合は，管電圧に関わらずSMART無しに比べ，金属アーチ
ファクトの量は大きく低減できる．
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技DP-1-3
脳底動脈穿通枝描出2段階注入CBCTにおけるrise timeの検討
齋藤　誠（さいとう まこと）1、堀江　亮太（ほりえ りょうた）1、
水浦　怜（みずうら れい）1、迫田　真広（さこた まひろ）1、
高橋　勲海（たかはし いさみ）1、湯瀬　竜太（ゆぜ りゅうた）1、
久保　亜矢子（くぼ あやこ）1、坂川　祐也（さかがわ ゆうや）1、
川崎　雅弘（かわさき まさひろ）1、平久保　拓（ひらくぼ たく）1、
竹田　幸太郎（たけだ こうたろう）1、森本　将史（もりもと まさふみ）2

1IMSグループ�横浜新都市脳神経外科病院�画像診療部、
2IMSグループ�横浜新都市脳神経外科病院�脳神経外科

【背景・目的】当院では脳底動脈穿通枝描出において、1.5倍希釈造影剤を高スピー
ドで注入後に続けて4倍希釈造影剤を低スピードで注入する2段階注入10秒CBCTを
実施している。今回、2段階注入CBCTでの更なる脳底動脈穿通枝描出の向上を目
的とし、血液の洗い出しを期待できる希釈モードにおけるrise timeの検討を行う。

【方法】使用装置はインジェクター根本杏林堂2筒式インジェクターPRESSDUO 、
SIEMENS社Artis zee、ワークステーション SIEMENS社syngo X-Workplace VB21
である。模擬ファントムを利用し、インジェクター2段階希釈モード選択、注入ス
ピード3cc/s、2D-DA撮影にてrise timeを変化させtime density curveを収集した。
チューブ内は生食で満たした状態から開始する。【結果・考察】全てのrise timeに
おいてdensity 0％が延長し、0％から100％への濃度の立ち上がりにおいては全ての
rise timeにおいて約3秒であった。結果としてrise timeを入れても造影剤の到達時
間が伸びるのみであった。PRESSDUO希釈モードにおいては、rise timeを伸ばす
ことで先発に洗い出しとして生食を多く流せることが示唆された。事前に生食を流
すことで造影に影響を及ぼす血液の粘稠度を下げ、溶液に混ざり易くなり、目的と
した造影濃度へ近くなると考える。PRESSDUOでのrise timeを考慮することによっ
て、通常の希釈造影剤による2段階注入に加え、生食による洗い出しでの“3段階注
入CBCT”が可能となり、より脳底動脈穿通枝描出の向上を期待できる有効な造影
撮影法になると考える。
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技DP-1-2
フローダイバーターにおける3D-RAを用いた血管径の測定に関する
検討
西山　知宏（にしやま ともひろ）1、乕田　雄介（とらだ ゆうすけ）1、
高尾　由範（たかお よしのり）1、太田　知里（おおた ちさと）1、
有田　圭吾（ありた けいご）1、石橋　舞（いしばし まい）1、阪井　裕治（さかい ゆうじ）1、
佐々木　将平（ささき しょうへい）1、垣見　明彦（かきみ あきひこ）1、
市田　隆雄（いちだ たかお）1

1大阪市立大学医学部附属病院�中央放射線部

【目的】ボリュームデータを用いた血管径の計測では正確な計測が困難であると報
告されており，問題の解決にはMIP表示が有効とされる．しかし臨床ではVR同様
の計測値の不確かさを経験する。これを解決するアプリケーションに，対象の造影
効果を考慮した表示法「Auto表示」がある．今回，3D-RA画像に対する「Auto表
示」による計測誤差について検討したので報告する． 【方法】血管撮影装置はArtis 
zee BA Twin (シーメンスヘルスケア)を用い，ファントムは1mlシリンジ(内径4mm)
を用いた．造影剤は，当院の標準的な撮影条件での内頚動脈のデジタル値(約2100)
に相当する希釈割合4倍希釈を基準とし，8倍・16倍も検討した．3D-RAで得たボ
リュームデータをFOV 230mm(最大)と50mm(拡大)で再構成した．再構成画像を
Auto-MIP表示，Auto-VR表示とし，JAPIRが認定する診療放射線技師4名で直径を
計測した．【結果】シリンジの内径4mmに対する誤差は拡大で少なかった．最大
Auto-MIPで4倍希釈：17%、8倍希釈：16%，16倍希釈：16%、拡大Auto-VRで4倍
希釈：40%，8倍希釈：30%，16倍希釈：27%であった．拡大Auto-MIPで4倍希釈：
10%、8倍希釈：15%，16倍希釈：15%、拡大Auto-VRで4倍希釈：24%，8倍希釈：
26%，16倍希釈：25%であった．【結論】造影剤の希釈割合によらずVR・MIPでの
血管径の計測はAuto表示を用いても実径より大きく計測される可能性が示唆され
た．
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技DP-1-1
3D-RA時のコイル塊と母血管の位置関係によるアーチファクト特性
とポジショニングによる低減効果について(第二報)
石毛　良一（いしげ りょういち）1、阿部　宏美（あべ ひろみ）1、
一木　俊介（いっき しゅんすけ）1、小嶋　亨（こじま とおる）1、
鳥山　遥希（とりやま はるき）1、竹原　英明（たけはら ひであき）1、
釜谷　秀美（かまや ひでみ）1、佐々木　亮（ささき まこと）2、
青井　瑞穂（あおい みずほ）2、大高　稔晴（おおたか としはる）2、
鈴木　祥生（すずき さちお）2

1聖隷横浜病院画像診断センター、2聖隷横浜病院脳神経血管・高次脳機能センター

【目的】コイル塊を伴う母血管が体軸方向に走行する場合、同サイズのコイル塊で
もmetal artifactの影響は母血管との位置関係で異なり、対向データのない領域が最
も強い(JSNET2019)。母血管が横向き(体軸方向に直交)に走行する場合、コイル塊
の位置によりmetal artifactが母血管へ及ぼす影響を検討したので報告する。【方法】
5mmコイル塊(VER26.9%)を伴う模擬血管を17cm球体水ファントム中心に留置し、
模擬血管をCアーム回転軸に対して横向きに配置した。矢状断で模擬血管がコイル
塊直下にある状態を0度とし、45度ずつ計8つの角度でコイル塊が回転中心のcenter、
回転中心から外したoff centerの3D-RAを行った。装置はAllura Clarity FD20/15
とXtravisoon(PHILIPS社製)を使用し、母血管上のAI、AIrを算出した。【結果】
centerとoff centerでAI、AIrに差はなかった(p＝0.753、0.713)。off center のAI、
AIrは90度と270度(A群)が他の角度(B群)に比べて値が高かった(p＜0.01)。center
のAIはA群がB群に比べて値が高かった(p＜0.05)。一方AIrではA群とB群に差は
なかった(p＝0.403)。【考察】A群はコイル塊と母血管が同一断面状であり、さらに
270度は対向データのない領域であるためAI、AIrはB群に比べて高値になったと
考えられる。母血管が横方向に走行する場合、コイル塊がどの位置にあってもbeam 
hardeningの影響を受け、metal artifactも相重なり母血管の描出に苦渋する。顔の
向きを変えるなどポジショニングの工夫で回避できる可能性が示唆された。【結語】
同サイズのコイル塊でも母血管との位置関係によりartifactの影響は異なり、特徴
を理解し撮影時のポジショニングに留意しなければならない。
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技DP-1-8
PIPELINETM FLEXの至適撮影条件の基礎的検討（第２報）
堀江　亮太（ほりえ りょうた）1、齋藤　誠（さいとう まこと）1、
高橋　敬伍（たかはし けいご）1、迫田　真広（さこた まひろ）1、
高橋　勲海（たかはし いさみ）1、久保　亜矢子（くぼ あやこ）1、
水浦　怜（みずうら れい）1、平久保　拓（ひらくぼ たく）1、
坂川　祐也（さかがわ ゆうや）1、川崎　雅弘（かわさき まさひろ）1、
竹田　幸太郎（たけだ こうたろう）1、森本　将史（もりもと まさふみ）2

1IMSグループ横浜新都市脳神経外科病院画像診療部、
2IMSグループ横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科

[背景・目的]JSNET2019でPIPELINETM　FLEX（以下PED）に対するCone Beam 
CT(以下CBCT)の撮影モードや造影剤希釈濃度の基礎的検討を行い報告した。今
回、20s-CBCT、10s-CBCTにて撮影した臨床画像に対する視覚評価を行ったので報
告する。[方法] （１）A. 20s-CBCT、B. 10s-CBCT にて撮影した画像の条件を伏せ
たうえで以下の項目で４段階（１～４）にて評価を行った。Q1.STENTの描出、Q2
血管の描出、Q3PED留置後の評価。（２）同一患者に対する20s-CBCT、10s-CBCT
画像の比較（評価者：脳神経外科医師7名、診療放射線技師13名）[結果]（１）Q1：
A=3.54（ 平 均 ）,B=3.18（P ＜0.05））Q2：A=3.21（ 平 均 ）,B=3.04（（P ＞0.05）
Q3:A=3.6,B=3.6（P＞0.05）（２）５症例中４症例で20s-CBCT画像を選ぶものが多
かった。[考察]結果（１）よりSTENTの描出でのみ両者に差が確認できた。STENT
部分は高信号であり、対象として評価がしやすかった可能性が考えられる。（２）で
選ばれなかった１症例ではEclipse Signによる造影剤の溜まりでSTENTの描出が
悪くなった為選ばれなかったと考える。昨年の報告で20s-CBCTが一番明瞭にPED
を描出できると報告したが、今回の視覚評価でも同様の結果がでたと考える。しか
し、STENT留置の評価では両者に有意差は認められず、どちらでも可能であると
考える。PED留置時には複数回撮影を行うことを考慮すると線量を抑えた撮影が有
用であると考える。[結論]PED留置直後の撮影に10s-CBCTを推奨する。
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技DP-1-7
cone beam CT撮影時の造影剤の希釈倍率の検討
村上　巧（むらかみ たくみ）1、川村　優太（かわむら ゆうた）1、
平　一馬（たいら かずま）1、高橋　奨（たかはし つとむ）1、勝田　元（かつた はじめ）1、
木村　尚人（きむら なおと）2、高橋　賢（たかはし けん）3

1岩手県立中央病院診療支援部放射線技術科、2岩手県立中央病院脳神経外科、
3岩手県立中央病院脳神経内科

【背景・目的】SIEMENS社製のArtis iconoの導入に伴い、cone beam CT（CBCT）
撮影の撮像時間が短縮し空間分解能が向上したため造影剤の希釈濃度の再設定が必
要となった。造影剤の希釈倍率の決定を目的とし、撮影に用いる希釈倍率を検討し
た。【方法】周りを石膏で固めた円筒型ファントムを作成、希釈造影剤とNeuroform 
Atlasを封入したシリンジを固定し水で満たした。7倍希釈で撮影した臨床画像のス
テント付近のデジタル値を本体上で測定し、ファントムの測定データと比較して体
内での血流による希釈を測定。測定値より希釈倍率を12.5、15、17.5、20、22.5、25
倍とし、画像解析ソフトImageJで物理評価を行った。評価方法は先行論文よりス
テント、造影剤、水にROIをとりステント/造影剤と造影剤/水のコントラストを
比較するdigital contrast relative value(DCR)法に基づき行った。【結果】臨床画像
の血管のデジタル値の平均はステント近位で806、遠位で630であった。封入した希
釈造影剤のデジタル値が近似する濃度は近位で14倍、遠位で20倍であった。希釈倍
率が大きくなるとステント/造影剤のコントラストは大きく、造影剤/水のコント
ラストは小さくなる傾向を示し、17.5倍のときに近似した。【考察】ステントの近位
では手元の希釈倍率の約2倍、遠位では約3倍に薄まっていたため、ステント展開部
分では手元よりおおよそ2.5倍希釈されていると推定される。17.5倍でのコントラス
トが近似したため、手元で7倍希釈がステント部位では17.5倍希釈となり良好な画像
が得られると考えられる。【結語】CBCT撮影時の希釈造影剤について検討し、今
後当院で術後評価に用いる造影剤の希釈倍率は7倍が最適と考えられた。
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技DP-1-6
希釈造影剤投与による flat panel detector CT 撮影を用いた機械
的血栓回収術における画像支援の試み
荒川　優幸（あらかわ まさゆき）1、石橋　敏寛（いしばし としひろ）2、
小菊　実（こぎく みのる）4、野田　昌幸（のだ まさゆき）4、阿部　克智（あべ かつとし）4、
野崎　俊樹（のざき としき）3

1横浜新緑総合病院放射線科、
2東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科・脳血管内治療部、
3聖隷浜松病院てんかん科、4横浜新緑総合病院脳神経センター

【目的】急性期脳梗塞(AIS)に対する機械的血栓回収(Mechanical thrombectomy：
MT)の際に flat panel detector CT (FD-CT)を用いた CBV 測定(FD-CBV)を行って
いる.FD-CBV は,造影剤投与前のmask imageと投与後のfill imageを用いて測定を
行う.このfill imageを angiographic imageとして利用し,MT の際に閉塞部位や閉
塞遠位血管を確認するツールとして有用であるかを検討した.【方法】倫理委員会の
承認を得て,2019年4月から2020年1 月の期間に前方循環の脳主幹動脈閉塞に対して 
MT を施行されたAIS 患者のうち,FD-CBV撮影を実施した22例を後方視的に解析
した.FD-CBV撮影は, 6Frの診断カテーテルを大動脈弁直上に誘導,希釈造影剤を注
入して行った.得られたfill imageに対して画質,閉塞血管や閉塞遠位血管描出の評価
を行った.評価は,日本脳神経血管内治療学会専門医２名が行った.【結果】初診時
MRA所見での閉塞血管は内頚動脈9例,中大脳動脈13例：（M1部 6例 M2部 7例）で
あった.うち本検討で血栓が同定できた症例は20例91%であった.【考察】angiographic 
imageは,大部分のケースで有用な画像が得られたが,得られなかった症例は患者の
動きが原因となった1例と,側副血行路が認められなかった1例であった.撮像条件は
一定であることから,放射線技師による差は少なく,画像構築までの時間も数分間で,
高確率で有用な画像を得ることが出来た.MT手技において,血栓の局在とその遠位
血管の走行がlesion cross以前に把握できることは,安全性向上と再開通までの時間
短縮に寄与できるものと考えられた.【結語】angiographic imageはMTに有用な
ツールであり,造影剤使用量や被ばく線量減少が期待できると思われた.

10523

技DP-1-5
当院におけるAVMに対する3D RAの至適撮影条件の検討
五十嵐　大介（いがらし だいすけ）1、廣田　暢夫（ひろた のぶお）2、
浅井　博之（あさい ひろゆき）1、小原　和史（こはら かずし）1

1横須賀市立うわまち病院診療放射線科、2横須賀市立うわまち病院脳神経外科

【背景】近年、脳動静脈奇形AVMの画像評価の一つとして3D DSA撮影が行われて
いる。3D DSA撮影では、feederやdrainerの描出、nidus内の情報、Working Angle
など把握することが重要と考える。そこで今回、希釈造影剤と原液造影剤を組み合
わせる2段階注入法によりAVMに対する3D-RAの至適撮影条件を検討した。【方法】
点滴チューブへ希釈倍率1.5、2、2.5、3、3.5、4倍の希釈造影剤を注入し、アクリル
ファントムへ挿入して3D- RAを行い、視覚評価にて至適希釈倍率の検討を行った。
当院における前方循環由来のAVM 10例に対し、nidus到達時間、静脈到達時間を
計測し最大値(Tmax)、平均値(Tav.)を算出した。インジェクション用チューブを用
い、ディレイタイムを０秒、0.5秒、1秒と変更し3D-RAを行い、視覚評価にて撮影
タイミングの検討を行った。【結果・考察】希釈倍率は2.5倍が最もアクリルファン
トムに対して濃度差があった。nidusで希釈されることを考慮すると2倍希釈が最適
であると考えた。nidus到達時間：Tmax 3.5秒、Tav. 2.27秒であった。静脈到達時
間：Tmax 6秒、Tav. 4.36秒であった。nidus到達時間は2.27秒、静脈到達時間は十
分なマージンを取り撮影開始時間は6秒とした。撮像タイミングに関しては、ディ
レイタイムは0.5秒で希釈造影剤と原液造影剤がnidusにて良好に分離されると考え
られた。カテーテル内の造影剤充填時間 1.25秒とnidus到達時間 2.27秒、ディレイ
タイム0.5秒を考慮するとArrival timeは希釈造影剤入れ終わりから3秒後と設定し
た。【結語】希釈造影条件：注入速度3 ml/sec 注入12 ml、原液造影剤：注入速度3 
ml/sec 18 ml、 Arrival time 7秒が最適と示唆される。
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技DP-2-2
脳血管障害患者における心電図非同期胸部ＣＴによる冠動脈カルシウ
ム簡易評価法の検討
佐々木　大樹（ささき ひろき）1、山本　秀也（やまもと ひでや）2、
大屋　光司（おおや こうじ）1、今村　栄次（いまむら えいじ）3、
若林　伸一（わかばやし しんいち）4

1医療法人翠清会翠清会梶川病院放射線部、2安田女子大学薬学部、
3医療法人翠清会翠清会梶川病院脳神経内科、
4医療法人翠清会翠清会梶川病院脳神経外科

【背景・目的】頚部頚動脈狭窄症例に冠動脈疾患が合併することは以前より良く知
られており、当院ではCASやCEAなど外科的治療の術前精査の一環として冠動脈
疾患の評価を行っている。今回は心電図非同期胸部CT撮影で得られる冠動脈カル
シウム（CAC）を定量的あるいは定性的に評価し，心電図同期冠動脈CTで得られ
るAgatstonスコア(T-AS)との一致性および冠動脈CT血管造影(CCTA)による閉塞
性冠動脈疾患(＞50%の狭窄あり)の予測能について比較検討する.【方法】当院で冠
動脈疾患精査のためCCTAを施行し，かつ同時期に心電図非同期胸部CTも施行し
た70症例を対象とした(平均年齢70歳，男48例,女22例,2016.10～2020.2)．算出した
T-ASを4階層(no = 0; mild = 1-99; moderate = 100-399; severe = 400=＜)に分け
た．同時に心電図非同期胸部CT画像を5mm間隔で再構成し算出したAgatstonス
コア(N-AS)も同様に階層化した．心電図非同期胸部CTはさらに、CACが描出され
るスライスの枚数をカルシウムスライスカウント(CSC)と定義し、4階層（no = 0; 
mild = 1-3; moderate = 4-8; severe = 9=＜）に分け、目視法によるCACの評価を
行った．【結果】T-ASおよびN-ASによる階層の一致率はKappa = 0.629であった．
T-ASとCSCの階層の一致率はKappa = 0.652と良好であった．閉塞性冠動脈疾患の
検出に対するROC曲線下面積はT-AS:0.722,N-AS:0.696,CSC:0.745であり検出能の差
は認めなかった(P=0.21)．【結論】心電図非同期胸部CT画像による目視下CACスコ
アは、従来の心電図同期冠動脈CTと比較し冠動脈疾患の検出に遜色がないことが
示された．胸部CTを利用した冠動脈疾患の簡便かつ新しいスクリーニング法とし
ての有用性が期待される．
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技DP-2-1
頭部領域におけるCE Boostの応用
上沢　一夫（かみさわ かずお）1、佐藤　大輔（さとう だいすけ）2、
舩戸　光平（ふなと こうへい）2、竹原　恵（たけはら けい）1、
小口　和浩（おぐち かずひろ）1

1社会医療法人財団�慈泉会�相澤病院�放射線画像診断センター、
2社会医療法人財団�慈泉会�相澤病院�脳血管内治療センター

【はじめに】当院では2019年6月にCT装置が更新され、CE Boostが導入された。こ
のアプリケーションは腹部領域のサブトラクションソフトウエアを活用し、造影元
画像の造影部分を強調することが可能である。当院にアプリケーションが導入され、
頭部領域に使用し有用であった事例を報告する。【応用1】脳動脈瘤検索のための頭
部CT-Angiography（CTA）において、穿通枝と動脈瘤の位置関係の把握は非常に
重要である。通常の画像処理とCE Boost画像処理とを比較すると、CE Boost画像
処理を行ったほうが穿通枝の抽出能が視覚的に向上した。また、血管撮影画像

（3D-Rotational Angiography）との比較においてもほぼ同等の画像が得られた。【応
用2】くも膜下出血患者における脳動脈瘤検索目的のCTAにおいて、脳圧亢進の影
響で造影剤到達が悪く不十分な3D画像となってしまう事がある。その際に、CE 
Boost画像処理を行う事によりCT値が上昇し、明瞭に動脈瘤が描出され、脳血管撮
影検査の追加が不要になった症例があった。【まとめ】頭部領域においてCE Boost
画像処理を行う事で微小血管の抽出能の向上や、造影効果が乏しい画像や造影剤を
多量に使用できない患者において、造影部分のCT値の増強が可能となり診断の一
助となることが考えられる。
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技DP-1-10
当院の血管撮影装置におけるCone Beam CTの画像特性の基礎的検
討
齋藤　将輝（さいとう まさき）1、角田　和也（かくた かずや）1、
池田　正光（いけだ まさみつ）1、高橋　克広（たかはし かつひろ）1

1福島県立医科大学附属病院放射線部

【背景・目的】当院において頭頸部領域のIVRが施行される場合、血管撮影室もし
くはHybrid ORが選択される。いずれの部屋においてもIVR施行後の出血確認目的
などでCone Beam CTを撮影するが、装置間で得られる画像に差が生まれていない
かなどの基礎的な検討はなされていなかった。そこで今回Cone Beam CTで得られ
た画像特性の比較検討を行なったので報告する。【方法】装置はいずれもSIEMENS
社製で、血管撮影室はArtis zee ceiling、Hybrid ORではArtis Q BAを用いた。臨
床で使用しているCone Beam CT撮影プロトコルにてwater phantomおよびlow 
contrast phantomを撮影し得られた画像についてのノイズ特性および空間分解能を
比較した。また、Artis Q BA Twinにおいては金属アーチファクト低減処理フィル
タも導入されている。そこでArtifact Indexを用いてそちらの基礎評価も行った。

【結果】SD値はArtis zee ceilingで8.33、 Artis Q BAで9.18と差は見られなかった。
空間分解能においても10%MTFで比較し、Artis zee ceilingで0.55［cycle/mm］,Artis 
Q BAで0.56[cycle/mm]と大きな差は見られなかったが、Artis Q BAに導入されて
いる金属アーチファクト低減処理フィルタを適用させると、空間分解能は0.64[cycle/
mm]向上が見られた。またArtifact Indexを用いた評価より、臨床における金属アー
チファクト低減処理フィルタの有用性が示唆された。【結論】いずれの装置におい
ても、Cone Beam CTの画像に大きな差は見られない。ただし、アーチファクト低
減処理を適用させることで診断能は向上すると考える。
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技DP-1-9
巨大脳動脈瘤コイル塞栓術後再発に対して腹部CBCTプロトコルを用
いることで画質改善し得た1例
乕田　雄介（とらだ ゆうすけ）1、高尾　由範（たかお よしのり）1、
西山　知宏（にしやま ともひろ）1、太田　知里（おおた ちさと）1、
有田　圭吾（ありた けいご）1、石橋　舞（いしばし まい）1、阪井　裕治（さかい ゆうじ）1、
垣見　明彦（かきみ あきひこ）1、佐々木　将平（ささき しょうへい）1、
市田　隆雄（いちだ たかお）1

1大阪市立大学医学部附属病院中央放射線部

症例は70代女性．巨大右内頚動脈瘤コイル塞栓術後再発に対する治療を目的に
3D-DSAを実施することとなった．しかし，コイル塊は非常に大きく，通常のプロ
トコルではアーチファクトにより十分な画像が取得できない可能性が示唆されたた
め，腹部CBCTプロトコルを用いて撮影を行った，良好な3D-DSA画像の取得に至っ
たので報告する．血管撮影装置はArtis zee BA twin (シーメンスヘルスケア)，通
常のプロトコルは管電圧70 kV，133フレーム，2×2ビニングであり，今回使用した
プロトコルは管電圧:90 kV，248フレーム，4×4ビニングであった．造影剤は，原
液造影剤(270mgI/ml)を注入速度:3.0 ml/sec で注入した．腹部CBCTプロトコルを
用いた画像は，横断像上のアーチファクトが低減され，VR上では通常の3D-DSAプ
ロトコルでは描出困難と考えられた母血管の情報も取得できた．撮影時のKa,r は
146.8 mGyであった．腹部を対象としたプロトコルは頭部と比較して，大きな被写
体に対応できるよう高管電圧であることが多い．またノイズを効率よく低減できる
ような工夫もなされている．そのため十分な画像の取得が困難と考えられる症例で
あっても診断に使用できる画像が取得できたと考える．症例に合わせたCBCT（3D-
RA）プロトコルの選択は，CBCT（3D-RA）の適用を拡げると考える．
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技DP-2-6
4D-TRANCEラベリング位置の違いによるステント通過後の血流画
像に違いを経験した症例
鈴木　洋介（すずき ようすけ）1、川上　俊光（かわかみ としみつ）1、
白鳥　淳一（しろとり じゅんいち）1、五日市　拓也（いつかいち たくや）1、
本間　駿（ほんま しゅん）1、吉田　昌弘（よしだ まさひろ）1

1大崎市民病院

【背景・目的】R2年3月に装置の更新に伴い4D-TRANCEの撮像が可能になったラベ
リングの位置によってCAS後のステントを通った後の血流の画像に違いを経験した

【MRI検査時】　CAS後のMRIのフォロー検査を依頼された4D-TRANCEのシーケ
ンスを追加撮像行った【MRI画像所見】　TOFによるMRAの画像では、大きな左
右差を確認できなかった　ステント手前にラベリングをしてステントを抜けた位置
での4D-TRANCEを観察したところR-ICの観察ができないことに気がついたMRA
とミスマッチがあった　ラベリングの位置をステント奥側置き4D-TRANCEを撮像
したところ、今度はR-ICが観察できた【考察】　考察点１）ラベリングの位置が観
察部位と離したためにラベリングの効果がなくなってしまった　　これに関しては、
対側のICが観察できているためにラベリング効果がなくなったとは考えにくい　考
察点２）ステント入り口は狭窄しているが、ステントの出口付近または、観察部位
付近では何らかによる血流があるこれに関しては、ラベリングの効果が消えていな
いとすると4D-TRANCEの画像とMRAの画像から推測できる【結果】　後日のDSA
画像と比較し考察の検討を行ったDSA画像を観察していくと右総頚動脈起始部よ
り造影不良となりステント内の血流を観察できない　Delayにて側副血行路を介し
てステントの途中からステント内に造影効果がみられた　ステント手前にラベリン
グを行った時はステントの閉塞による血流の低下を観察できていたステント奥側に
ラベリングを行った時は側副血行路からの血流の観察ができていた【結語】　ラベ
リングの位置を工夫することによって4D-TRANCEの画像はCAS後のフォローに
有用な検査であると思われる
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技DP-2-5
MRI 3D T2-SPACE法を用いた血栓回収療法支援画像の作成
井川　裕史（いかわ ひろし）1、岡本　薫学（おかもと しげたか）2、
尾崎　沙耶（おざき さや）2、篠原　直樹（しのはら なおき）2、
楠原　俊明（くすはら としあき）1

1社会医療法人石川記念会HITO病院放射線科、
2社会医療法人石川記念会HITO病院放射線科脳神経外科

【背景】当院では急性期脳主幹動脈閉塞症例に対して血栓回収療法（以下，MT）を
施行する際，頭頚部MR-Angioを参考にアクセスルートや血管形態を確認している．
しかし閉塞部の血管は描出できず，評価は困難である．今回，MRIを用いて閉塞血
管を3次元的に可視化し，支援画像を作成したので報告する．

【方法】使用機器はMAGNETOM Verio Dot 3.0Ｔ（SIEMENS社製）でMRI sequence
はflow-void効果が最も安定している“T2-SPACE法”を選択．撮像条件はTR/TE 
2400/244ms，Slice thickness 0.8mm，matrix 256×256，Flip angle mode T2 var

（Standard），Blood suppression Free（170mTms）とし，Scan timeはMTまでの
時間を最小限にするため，撮像範囲を限局し 2分程度に設定した．T2強調画像の
flow-void効果を利用しtranslucent画像を作成，続いてMRA画像を融合させ支援画
像を作成した．

【結果】T2-SPACE法によるtranslucent画像は明瞭かつ簡単に作成でき，血管形態
の把握が容易に行えた．頭蓋内血管であれば，閉塞部だけではなく閉塞部遠位の血
管も同時に描出が可能であった．また，融合画像により近位から遠位までを全体像
として評価が可能となり，術者の視点に立ったリアリティのある支援画像が作成で
きた．しかしflow-voidが消失した症例において本手法では画像作成に時間を要す
る．そこでflow-voidが消失した血管を曲線アノテーションで追跡しながらプロット
する方法を併用し対応した．これら画像作成はおおむね５分程で作成できた．

【考察】T2-SPACE法を用いた支援画像は閉塞部および閉塞部遠位の血管形態が短
時間で評価でき，安全なMTの遂行に極めて有用であると考える．
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技DP-2-4
脳動脈瘤塞栓コイルによるMRA磁化率アーチファクトの検討　
水谷　旭宏（みずたに あきひろ）1、浅井　琢美（あさい たくみ）2、
西浦　教朗（にしうら のりあき）1、荒木　悠里（あらき ゆり）1、
浦野　航平（うらの こうへい）1、中山　純平（なかやま じゅんぺい）1

1国立病院機構名古屋医療センター放射線科、
2国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

【目的】当院では、脳動脈瘤のコイル塞栓術後のフォローにMRIを撮像することが
多い。
血管内治療医より、MRI検査のMRA（TOF法）の横断像において、脳動脈瘤塞栓
コイルの種類によって磁化率アーチファクトの出現方法が異なって見えると指摘が
あったので検証した。

【方法】当院の血管内治療医が脳動脈瘤塞栓に用いる主な2社のコイル（以下A社、
B社とする）を対象とした。
A社コイルのみを用いて脳動脈塞栓術を行った症例（以下1群）とB社コイルのみ
を用いた症例（以下2群）で群を分けた。
両群の施術前に撮像した3DCTAの横断像において動脈瘤の最大径をPACS上で測
定した。次に1群、2群のMRAの横断像において磁化率アーチファクトによって信
号が黒く抜けている領域の最大径を測定し、それぞれを比較しアーチファクトの割
合を求めた。
尚、3DCTAとMRAの比較については双方の画像の基準線がOML:Orbitmetal base 
lineに合っている例のみとした。

【成績】双方のはずれ値を除いた1群18例、2群20例の合計38例の臨床例に対する視
覚による計測の結果、脳動脈瘤の最大径に対して、1群では約36％、2群では約81％
のアーチファクトによる欠損が見られ、B社の方が磁化率のアーチファクトが多い
傾向にあった。

【結論】B社コイルを用いた群でMRA上のアーチファクトが強く、動脈瘤内や母血
管の血流評価に影響していた。これはコイルの成分に含まれる強磁性体の割合に起
因するものだと考えられる。
今後は模擬血管ファントムを作成し、同一の条件下で撮影することで、より正確な
差を求めることと、当院のシステムで最大限に削減できるような撮影法を目指して
いきたい。
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技DP-2-3
Flow Diverter留置後評価における非造影MRA Optimized short 
echo time TOF法の可能性
竹田　幸太郎（たけだ こうたろう）1、平久保　拓（ひらくぼ たく）1、
高橋　勲海（たかはし いさみ）1、堀江　亮太（ほりえ りょうた）1、
齋藤　誠（さいとう まこと）1、福田　慎也（ふくた しんや）2、
山崎　英一（やまざき えいいち）3、岩崎　充弘（いわさき みつひろ）2、
疋田　ちよ恵（ひきた ちよえ）2、森本　将史（もりもと まさふみ）2

1IMS(イムス）グループ横浜新都市脳神経外科病院画像診療部、
2IMS(イムス）グループ横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科、
3IMS(イムス）グループ横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科

【目的】脳動脈瘤の血管内治療にFlow Diverter(以下FD)が使用可能になり術後の
MRAは通常検査では留置部デバイスによるアーチファクトにより血管評価は困難
である。３D Time of flight(TOF)法を用いて最適化した撮像条件に更にサブトラク
ションを併用したOptimized short echo time TOF法 (以下OTE)非造影ＭＲＡを
用いてＦＤ留置後の血管評価の可能性を検討する。【方法】使用装置はSIEMENS 
3.0T MRI 装置MAGNETOM Skyra 、20ch Head neck coilを使用した。自作ファ
ントムはFD(Pipeline Flex)を封入した筒状の固定ファントム内にGd希釈造影剤で
満たし、更に筒状ファントム周囲は高分子ゲルで固定したものを使用した。使用
シーケンスは、3D-TOFを用い検討項目をTE、FA、BWの3項目とした。更にマス
ク像となる至適条件を正常ボランティアで検討し至適撮像条件を検討した。【結果】
TEは最小値1.6msで信号減衰比が最大となった。BWは200Hz/pixより広い帯域で
は信号減衰比に変化は見られなかった。マスクとなるFAの設定は４ms低い設定が
背景信号は最小値であった。【考察】磁化率アーチファクトによるステント内腔の
信号低下を抑制するには短いTEを設定することが最も有効である。FAを増大させ
ることでステント内腔のRF遮蔽効果を抑制する一方slab抹消部の飽和効果が強く
なるので設定には注意が必要である。本法はサブトラクションを用いるため瘤内血
栓、出血による障害陰影で血管評価が困難である場合にも有用であると考えられる。

【結語】OTE-MRAはＦＤ留置後評価に有用な非造影ＭＲＡであることが示唆され
た。
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技DP-3-1
神経血管内治療における患者被ばく線量管理の取り組み
後藤　彩乃（ごとう あやの）1、高瀬　正行（たかせ まさゆき）1、
高嶺　翔大（たかみね しょうた）1、福田　舞（ふくだ まい）1、
大内　幸樹（おおうち こうき）1、飯田　聖一郎（いいだ せいいちろう）1、
新見　康成（にいみ やすなり）2

1聖路加国際病院放射線科、2聖路加国際病院脳神経血管内治療科

【背景・目的】神経血管領域の血管内治療では、目的とする血管に対して超選択的
にアプローチする必要があり、疾患の複雑性・手技の難易度により透視・撮影積算
線量が高くなる傾向にある。2020年4月に医療法施行規則の一部改正において、線
量管理・記録が義務化され,この領域における被ばく線量を適正に管理することが
求められる。【方法】頭部・脊髄領域の診断・治療に用いる撮影プロトコールを用
いて患者照射基準点での透視線量率と撮影線量を確認し診断参考レベル(DRLs2020)
と比較検討した。また、当院に導入された被ばく線量管理ソフトRadimetrics(バイ
エル社)を用いて実臨床における照射情報および入射皮膚線量分布を確認した。【結
果】被ばく線量管理ソフトを用いることによって得られた入射皮膚線量マップは、
X線入射角度に応じた皮膚線量を視覚的に捉えることができ、透視や撮影における
照射情報と幾何学的位置情報を取得することが可能になった。また時系列グラフを
得ることによって、検査の振り返りが可能になりデータを分析することが可能で
あった。【考察】被ばく線量管理ソフトは、皮膚障害などの組織反応へのリスクや
部位情報を示すことができ被ばくリスク低減を検討するために有用であると考える。
今後は、撮影・透視線量を検討し、診断参考レベル(DRLs2020)を活用して、診療目
的や部位に応じて画質等と線量管理の実情を考慮し最適化を行い、線量低減の効果
を確認するツールとしても活用していきたい。
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技DP-2-9
硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術におけるMultimodalityを利
用した3D Roadmapの有用性
石橋　智通（いしばし ともみち）1、池田　剛（いけだ ごう）2、
椎貝　真成（しいがい まさなり）3、中居　康展（なかい やすのぶ）4、
古西　崇寛（こにし たかひろ）3、赤松　和彦（あかまつ かずひこ）1、
宮本　勝美（みやもと かつみ）1

1筑波メディカルセンター病院�放射線技術科、
2筑波メディカルセンター病院�脳神経外科、3筑波メディカルセンター病院�放射線科、
4横浜市立脳卒中・神経脊椎センター�血管内治療センター

【目的】硬膜動静脈瘻(DAVF)に対する経静脈的塞栓術(TVE)では, 静脈洞内の隔壁
や閉塞により術中に血管走行を把握することが困難な場合がある. 今回, TVEのア
クセスルート及びシャント部位を複数の術前画像を用いて描出し3D Roadmapとし
て活用したため, 有用性を報告する. 【方法】2016年9月から2020年5月までに3D 
Roadmapを活用しTVEを施行した6例(海綿静脈洞 2例, 横・S状静脈洞 3例, 左上
錐体静脈洞部1例)を対象とした. 3D Roadmapに使用した検査モダリティ及び元画
像の画像処理法について検討を行った.【結果】3D Roadmapに使用したモダリティ
は頭部CTA 1例, 頭部CTA+3D-RA 1例,   造影MRI+3D-RA 1例, 造影MRI+頭部
CTA+3D-RA 3例であった. 頭部CTAは多時相撮影を行い, 静脈相からアクセスルー
トを描出し3D画像として構築した. 頭部CTAでは描出が困難であった静脈洞閉塞
例では造影MRIを用いて閉塞静脈洞の描出を行い3D画像を構築した. これらの構築
画像を3D Roadmapとし, 全例でカテーテルをシャント部近傍まで誘導することが
可能であった.【考察】通常のDSAでは把握し難いアクセスルートを3D Roadmap
として可視化することでデバイス通過時における穿孔のリスク軽減が期待できる. 
また, シャント部位描出を目的に施行する3D-RAと術前画像から作成したTVEのア
クセスルートをfusionさせ3D Roadmapとして表示することで, アクセスルートか
らシャント部位までの解剖学的理解が容易となり, 適切なワーキングアングルの設
定が可能となる. DAVFに対するTVEにおいてアクセスルート及びシャント部位の
情報を複数のモダリティを活用し, 同時に3D Roadmapで可視化することは安全か
つ円滑なカテーテル操作に寄与する.
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技DP-2-8
dAVFの血管内治療に有用なCTA ～血管内治療に必要とされる画像
提供を目指して～
高橋　亮次（たかはし りょうじ）1、石崎　宗一郎（いしざき そういちろう）1、
野崎　春奈（のざき はるな）1、神保　江梨香（じんぼ えりか）1、
前多　尚人（まえだ なおと）1、麦谷　健（むぎたに たけし）1、久保　道也（くぼ みちや）2、
岡本　宗司（おかもと そうし）2、堀江　幸男（ほりえ ゆきお）2、
桑山　直也（くわやま なおや）3、黒田　敏（くろだ さとし）3

1富山県済生会富山病院放射線技術科、2富山県済生会富山病院�脳神経外科、
3富山大学�脳神経外科

【背景】頭蓋内硬膜動静脈瘻(dAVF)は血管異常の一種で硬膜に発生する異常な動静
脈短絡を病態とする疾患であり、血管内治療が適応となる場合が多い。画像診断で
はシャントの存在部位や血行動態、血管構築(feeder、venous pouch、drainer)の評
価が重要なポイントである。画像診断にはMRI・CT・血管撮影など様々なモダリ
ティが用いられるが、精査は血管撮影がゴールドスタンダードであり必須検査であ
る。CTAが有用であった症例から当院の撮影法、画像作成の工夫を提示する。【方
法】当院では早期動脈相から正常静脈還流相まで間欠的に撮影するアレンジ4D-CTA
を用いている。早期動脈相ではfeeder、venous pouch、drainerが描出され、RLVD
の評価も可能である。正常静脈還流相での静脈とフュージョンさせることによって
シャントとの位置関係、静脈洞閉塞の有無が把握可能である。CTAでは血管撮影
と比較すると細かい血管の描出は劣っておりCTAで微細なfeederを全て描出する
ことは難しいが、”4vessel”全ての血流情報を同時に含んだ血行動態と血管構築が取
得可能である点がCTAの強みである。全体の4Dシネ画像も作成可能である。また、
正常静脈還流相において頸部まで撮影することでTVE時に有用となる静脈のアプ
ローチルートの画像も取得している。【結語】dAVFの病態や装置の特性、治療手
技まで理解し、疾患に合った工夫をして撮影・画像作成することで必要な画像が提
供可能となる。
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技DP-2-7
脳血管内治療後の非造影Subtraction MRAを用いたフォローアップ
千葉　朋浩（ちば ともひろ）1、西城　義輝（さいじょう よしてる）1

1一般財団法人広南会広南病院

【目的】脳動脈瘤の血管内治療にはコイル塞栓術,ステント併用コイル塞栓術,Flow 
diverter留置術等の治療が施行されるようになりTime-of-Flight法(以下TOF)MRA
では磁化率アーチファクトの影響により血管評価が困難な場合もある.Ultra-short 
echo time法を用いた非造影法の報告もあるが特殊なシーケンスであり搭載されて
いない装置も多い,当院ではステント併用コイル塞栓術やFlow diverter留置術後の
フォローアップではDual energy CTA,Phase contrast MRA（以下PC法）,Flip 
angle40°で撮影したTOF MRA（以下FA40）を用いたフォローアップを行ってい
る（本研究会第31,33回において報告）.第34回の本研究会ポスター発表において
subtraction MRA（以下sub-MRA） の有用性が報告されていたため当院でも検証し
た.【方法】sub-MRAのマスクには通常条件のTOFの条件で撮影スライス厚を少し
大きくし,頭側のsaturation pulseを足側に設定する.また撮影領域を少し大きくして
撮影する.TOFの画像とマスクの画像をワークステーションでregistrationし
subtractionする.Sub-MRAとTOF,PC法,FA40との視覚評価を行った.【結果】ステ
ント内の血管描出はsub-MRAはPC法,FA40と同等であった.抹消血管や穿通枝の
描出はsub-MRAが優位であった.【考察】本法はサブトラクション法を用いるため
瘤内血栓,出血による障害陰影で血管評価が困難である場合にも有用であると考え
られる.Flow diverter留置術のフォローでは3DのT1強調画像を撮影して血栓化を
評価していたが,sub-MRAのマスクで代用できるようになった.2020年4月からPC
法,FA40,3D-T1の撮影を省略できるようになり,検査時間が短縮し患者の負担や装置
の負荷が低減された．
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技DP-3-5
血管撮影装置のアーム角度と測定対象の位置が２Ｄ距離計測に与える
影響について
松下　明民（まつした あきたみ）1、寺本　善正（てらもと よしまさ）1、
鈴木　勝吾（すずき しょうご）1、山本　晃司（やまもと こうじ）1、
永井　太士（ながい たいじ）2、河田　幸波（かわだ さなみ）3

1岡山旭東病院診療技術部放射線課、2岡山旭東病院診療部脳神経内科、
3岡山旭東病院診療部脳神経外科

【目的】当院では，IVR(Interventional Radiology)の際，他院からの応援医師より2D
画像上での距離計測を求められることが増えており，その計測精度について検討を
行った．【方法】　(株)GEヘルスケア社製(以下GE社)の多目的血管X線撮影装置
Innova IGS 630の正面側面両管球について，RAO/LAOは15°ずつ9方向(正面は±
75°，側面は０～120°)において計測用Calibration Marker(φ25mm球， xermarc社
製)の位置をAP (垂直方向)・LR（寝台短軸方向）に3cmずつ±9cm，CRA/CAUは
15°ずつ±30°の6方向について，回転と同一の平面上に3cmずつ±9cm移動させて
撮影した．測定はワークステーションAdvantage Workstation 4.6(GE社製)にて行
い，実測値と比較した．【結果】　正面管球のRAO/LAOにおける計測誤差は，アー
ム角度による影響が大きく，RAO75°の時が最大で-4.4％あり，LRよりもAP方向
の位置による影響が大きかった(-2.4％，-4.4％)．CRA/CAUはアーム角度・球の高
さの影響は見られなかった(-1.2％)．側面管球のRAO/LAOはLAO90°を越えると誤
差が大きくなり，APよりもLR方向の位置による影響が大きかった(3.6％，14.4％)．
CRA/CAUはLR方向の位置による影響が見られた(15.2％)．【考察】正面管球の
RAO/LAOについては±60°以内，側面管球のRAO/LAOについては75°以内であれ
ば精度よく計測が行えると考える(-2.0％)．側面管球のCRA/CAUについては，正
中では±2.0％以内であり，正中での計測が望ましいと考える．【結語】アーム角度
と測定対象の位置による影響が見られた．2D計測については，誤差要因を理解し
た上での利用が重要である．より精度よく計測できるよう，簡便に実施できる方法
の検討が必要である．
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技DP-3-4
頭頸部領域における自作線量管理データベースの運用検討
山本　和幸（やまもと かずゆき）1、木幡　悠人（こはた ゆうと）1、
清水　俊太郎（しみず しゅんたろう）1、
キッティポン　スィーワッタナクン（きってぃぽん すぃーわったなくん）2

1東海大学医学部付属病院診療技術部放射線技術科、
2東海大学医学部外科学系脳神経外科領域

【目的】2020年4月，改正医療法が施行され血管撮影部門において実施検査ごとに線
量記録および線量管理が義務化された．また，2020年7月，管理目標値として
Diagnostic Reference Level (DRLs2020)が公表され，新たに血管造影部門では臨床
における検査項目ごとのDRLが示された．しかし，検査項目別に集計を行う必要が
あるため，従来の線量管理システムでは要件を満たせなくなった．特に，頭頸部領
域では項目が細分化され管理方法の確立が急務となった．今回，DRLs2020を用い
た線量管理を念頭に自作データベースを作成し運用を検討したので報告する.【方
法】Microsoft社ExcelおよびAccessを用い，データ入力フォームをExcel，データ
ベースをAccessで管理する仕様とした．また，検査項目別データ集計機能および
院内医療放射線安全管理部門への提出書類作成機能を実装した．改正医療法が施行
された2020年4月のデータからの運用とし，DRLs2020と線量比較を実施した．【結
果】頭頸部領域における臨床線量比較において，DRLs2020の75%タイル値を超え
る項目はなかった．また，3Gy以上の高線量照射症例は4例であり，項目別割合で
は脳硬膜動静脈瘻(血管内治療)が最も高線量照射症例の頻度が高かった．【結論】頭
頸部領域の臨床検査項目において，当院では防護の最適化が図られていることが示
唆された． DRLs2020に則した自作線量管理データベース運用の実用性が示唆され
た．また，高線量症例や検査項目の把握が可能であり，臨床的妥当性の検討やプロ
トコールの見直しなど，さらなる最適化の推進が示唆された．
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技DP-3-3
脊髄血管病変に対する血管撮影の被ばく線量の後ろ向き検討
角田　和也（かくた かずや）1,3、池田　正光（いけだ まさみつ）1、
齋藤　将輝（さいとう まさき）1、小島　隆生（こじま たかお）2

1福島県立医科大学附属病院�放射線部、2福島県立医科大学�脳神経外科学講座、
3東北大学大学院�医学系研究科�保健学専攻

【目的】希少疾患である脊髄血管病変に対する被ばく線量を後ろ向きに調査し、実
態を把握する。【方法】2015年1月1日から2017年12月31日を調査期間とした。脊髄
硬膜動静脈瘻、脊髄動静脈奇形を対象疾患として、透視時間、面積線量値 (DAP)、
Air kerma (AK)、撮影回数、総フレーム数を調査した。機器はSiemens社製Artis 
zee ceiling を 使 用 し た。 診 断 的 撮 影 (Angiography: AG) と 血 管 内 手 術 
(Interventional Radiology: IR)との2群間において差があるか、各項目においてマン・
ホイットニー検定を行い、0.05未満を有意水準とした。また各項目における関係を
スピアマン順位相関係数で分析した。【結果】AG 8例、IR 2例の計10例を対象とし
た。平均年齢は69.5±6.8歳、性別は男性9人、女性1人であった。透視時間 (AG：1411
秒、IR：6262秒、p = 0.037)、DAP (AG：267390 Gycm2、IR：519455 Gycm2、p = 
0.037)、AK (AG：965.325 mGy、IR：4706 mGy、p = 0.037)、撮影回数 (AG：15回、
IR：31.5回、p = 0.036)、総フレーム数 (AG：749枚、IR：1629枚、p = 0.068)と総フ
レーム数以外の項目で有意差を認めた。また撮影回数は、AK (R2=0.7754)とDAP 
(R2=0.8165)との間に高い相関を認めた。【結論】総フレーム数以外でIRが有意に高
値、撮影回数とAKおよびDAPの間に高い相関を認めた。脊髄血管病変に対する
IRの被ばく線量は、撮影回数に影響を受ける。
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技DP-3-2
当院の脳血管内治療における被ばく線量についての検討
阿部　由希子（あべ ゆきこ）1、山下　慎一（やました しんいち）1、
秋山　桂佑（あきやま けいすけ）1、石橋　敏寛（いしばし としひろ）2、
平川　英滋（ひらかわ えいじ）1、村山　雄一（むらやま ゆういち）2

1東京慈恵会医科大学附属病院�放射線部、
2東京慈恵会医科大学�脳神経外科�脳血管内治療部

【背景】2020年7月にDRLs 2020が公表され、IVRにおいては、装置に表示される患
者照射基準点線量(Ka,r)ならびに面積線量空気カーマ積算値(PKA)が新たにDRLとし
て採用された。頭部/頸部領域においては、手技や治療の項目毎にDRL値が設定さ
れ、自施設における線量との比較が求められている。DRLs 2020においては、嚢状
動脈瘤に対するIVRのDRL値は治療方法を加味しない設定となっているが、装置
表示線量は症例により大きく異なっている現状がある。今回、当院にて施行された
嚢状動脈瘤に対する脳血管内治療において、装置表示線量に関連する因子について
検討したので報告する。

【方法】対象は2019年4月から2020年6月に当院で行われた嚢状動脈瘤に対する脳血
管内治療196例とした。血管撮影装置は、全例Siemens社製ArtisQを使用した。当
院で作成しているデータベースより、透視時間、撮影回数、動脈瘤の体積、位置、
治療法のデータを抽出し、装置表示線量との関係について解析を行った。

【結果・考察】対象とした196症例において、Ka,r 、PKAの中央値は4172mGy、204Gy･cm2

となり、Ka,rはDRLs 2020と比較して高値を示した。高拡大率の撮影の回数が多く
なっている可能性が考えられる。Ka,rとPKAは、透視時間、撮影回数に高い相関を示
したが、動脈瘤の体積とは相関が低かった。また、ステントを併用した症例の装置
表示線量は、使用しない症例と比較して有意に高かった。また、後方循環系の症例
の装置表示線量は、前方循環系の症例と比較して有意に高かった。

【結語】当院にて施行された嚢状動脈瘤に対する脳血管内治療において、治療法や
動脈瘤の位置の違いにより、装置表示線量は大きく異なることが示唆された。
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技DP-3-9
コイル塞栓術中のコイル干渉を把握できるアルゴリズムの開発
片山　豊（かたやま ゆたか）1、上田　健太郎（うえだ けんたろう）2、
日浦　慎作（ひうら しんさく）3、西山　知宏（にしやま ともひろ）1、
有田　圭吾（ありた けいご）1、乕田　雄介（とらだ ゆうすけ）1、
則政　季代（のりまさ よしよ）1、垣見　明彦（かきみ あきひこ）1、
高尾　由範（たかお よしのり）1、市田　隆雄（いちだ たかお）1

1大阪市立大学医学部附属病院中央放射線部、
2古河電気工業株式会社�研究開発本部�次世代インフラ創成センター、
3兵庫県立大学�大学院工学研究科�電子情報工学専攻

[背景]未破裂脳動脈瘤は破裂するとクモ膜下出血を来たす．クモ膜下出血は予後が
非常に悪く，また，動脈瘤が再破裂を起こすと生命に関わる確率が格段に上昇する
ため，早急に破裂しないように処置する必要がある．コイル塞栓術は未破裂，破裂
の脳動脈瘤に対する標準治療の一つであるが，非侵襲的である反面，瘤の大きさや
形状によっては十分な治療効果が得られず，また重篤な虚血性合併症を起こす可能
性があるなど克服すべき課題も多い．通常，治療は瘤内に複数の塞栓用コイルを密
な状態で充填し瘤への血流を遮断するが，一度挿入されたコイルは X 線では単一
のコイル塊として確認されるだけで，個々のコイルの形状を認識し，またコイルど
うしの干渉を把握することは技術的に困難である．[目的]本研究ではより安全で効
率の良いコイル塞栓術を実現するため，術中に得られる一連の連続画像より個々の
コイルの形状や塞栓用コイルの相互干渉を追跡し，リアルタイムに可視化するため
のアルゴリズムの開発を目的とする．[方法]術中に得られる一連の画像のうち，同
時に撮影している対応している直行方向からの一組の画像ペアを用い，学習データ
に依存しないように深層学習を用いずコンベンショナルなコンピュータビジョンア
ルゴリズムにより動脈瘤に充填されたコイルの三次元形状の復元を行う．[結果]提
案手法を対応している直行方向からの一組の画像ペアに適用することで，簡易的で
はあるが瘤内に装填されるコイルの三次元形状の復元が可能となった．今後はこれ
らの手法についてリアルタイム処理のためのアルゴリズムの検討を進める．
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技DP-3-8
島津製作所社製新装置におけるステントリトリーバーの最適透視線量
の検討
安部　諒介（あべ りょうすけ）1、板橋　和稔（いたはし かずき）1、
河室　逸（かわむろ すぐる）1、高橋　純一（たかはし じゅんいち）1、
伊藤　理（いとう おさむ）2、阿部　悟朗（あべ ごろう）2、吉野　弘子（よしの ひろこ）2、
尤　郁偉（ゆう いえ）2、石橋　秀昭（いしばし ひであき）2、鈴木　聡（すずき さとし）2

1医療法人輝栄会福岡輝栄会病院医療技術部放射線科、
2医療法人輝栄会福岡輝栄会病院脳神経・脊髄疾患治療部

【目的】昨年のJSNETにおいて一昨年に導入した島津の新装置を用いた診断カテ時
におけるカテーテルの視認性について撮影・透視線量の検討を行った。その際に得
られた透視線量の結果を踏まえ、急性期脳梗塞に対する血栓回収時のステントリト
リーバー２種類（A・B）の透視時の視認性について視覚評価を行い、最適な線量
について検討を行った。

【使用機器】島津製作所社製Trinias B12 unity edition
【方法】模擬血管ファントムを用いて異なる６つの透視線量プログラムを使用し、展
開および回収時の画像収集を行いステントリトリーバーの視覚評価を行った。使用
した透視線量プログラムはパルスレート：7.5pps及び10pps、線量：Normal、Low、
ExLowの３つに分類した計６プログラムである。

【結果】どちらのステントリトリーバーも10pps-Normal、-Low、-ExLow、7.5pps-
Normalでは視覚評価で有意差がなかったが、7.5pps-Low、-ExLowについては低フ
レームレートと低線量とが原因となり評価もよくなかった。

【考察】展開時はどちらのステントリトリーバーも7.5ppsでは-Normal、10ppsでは
-ExLowまで線量を下げてもステントの位置が変わらないのでフレームレートの影
響を受けなかった。一方、回収時はステントの位置が変わるため7.5pps-Normalで
は10ppsに比べフレームレートの影響を受け視認性が下がったと考えられる。

【まとめ】今回のファントムを用いた結果から、今後の当院における透視線量プロ
グラムとしては線量的には10pps-ExLowを選択することが望ましいと考えられる。
今後は実際の臨床データとの比較検討を行い、出来る限りの被爆低減に努め、治療
に最適な透視線量プログラムの選択を行いたいと考える。
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技DP-3-7
頸動脈ステント留置後3D-RAにおけるアーチファクト低減に向けた
固定法の検討
殿村　誠（とのむら まこと）1、菊池　弘幸（きくち ひろゆき）1、境　美穂（さかい みほ）1、
北村　良太郎（きたむら りょうたろう）1、塙　祐司（はなわ ゆうじ）1、
佐藤　祐太（さとう ゆうた）1、有川　誠也（ありかわ せいや）1、
緒方　健一（おがた けんいち）1、木村　尚平（きむら しょうへい）2

1IMSグループ医療法人財団明理会東戸塚記念病院放射線科、
2IMSグループ医療法人財団明理会東戸塚記念病院脳神経外科

【目的】頸動脈ステント留置術（CAS）後の血管内腔評価を目的とした3D－RAは、
撮影時間4秒－122view であり、HRCTやCBCTに比べ金属や拍動のアーチファク
トの影響は受けにくい撮影ではあるものの、高血圧患者の場合は拍動アーチファク
トが目立ってしまう。頸椎カラーと自作吸引式固定具による患者固定により、3D-RA
でのアーチファクトが低減できるのか検討を行ったので報告をする。【方法】3D－
RA撮影時の血圧が140mmhg以上の患者において、自作吸引式固定具のみで固定し
たCAS後の臨床画像と、follow up検査で、頸椎カラーと自作吸引式固定具で固定
した臨床画像で比較を行った。使用機器Philips社製AzurionB20/15、根本杏林堂
PRESS　DUO　elite、造影剤（オムニパーク300）を使用した。装置付随ワークス
テーションにて再構成を行い、視覚評価及びステント内のArtifact index（AI）、相
対Artifact index（rAI）をimage Jを用いて評価した。【結果】視覚評価、AI及び
rAIともに頸椎カラーと自作吸引式固定具を用いた方が優れていた。【結論】頸動脈
を頸椎カラーと自作吸引式固定具で軽度圧迫することにより物理的に動きを抑え、
3D－RAのアーチファクト低減に効果があったと考えられる。
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技DP-3-6
AISおける血栓回収療法時のアプローチルート変更を考慮した患者固
定法の検討
星　陽香（ほし はるか）1、高瀬　正行（たかせ まさゆき）1、福田　舞（ふくだ まい）1、
高嶺　翔大（たかみね しょうた）1、飯田　聖一郎（いいだ せいいちろう）1、
岡崎　匠（おかざき たくみ）4、森井　麻由子（もりい まゆこ）4、
大矢　智美（おおや ともみ）1、新見　康成（にいみ やすなり）2、
佐藤　慎祐（さとう しんすけ）3

1聖路加国際病院放射線科、2聖路加国際病院神経血管内治療科、
3聖路加国際病院脳神経外科、4聖路加国際病院中央手術部

【背景】局所麻酔下でのAISに対する血栓回収療法では、患者の体動を抑制するこ
とが安全かつ迅速な血栓回収のために重要である。一方、動脈硬化性変化や大動脈
弓部の破格により大腿動脈から頭蓋内血管へのアプローチが困難な場合には上腕ア
プローチへの変更が必要となる。【目的】我々は、従来、体幹部をベルト固定し、左
右上肢を円筒に挿入してその上から二重に上半身を固定し、下肢はニーブレスを巻
いた上からベルトを用いて体動を制御していた。この方法は初期固定に時間がかか
るうえ、手技中に大腿から上腕へアプローチを変更する場合にも時間がかかり、そ
の際、左上肢の固定も不十分になって術野が不潔になる可能性があった。今回、ア
プローチルート変更を考慮した固定法を考案し、従来法と比較した。【方法】従来
行っていた上半身の固定法とアイフィックスGを用いて肩から上半身をクロスに固
定する方法（以下クロス法）について、準備から固定に要する時間および、大腿か
ら上腕にアプローチを変更する際にかかる時間を比較した。【結果】準備から固定
に要する時間は従来法では、平均2.0分、クロス法では1.3分であった。また、アプ
ローチ変更にかかる時間は従来法とクロス法を用いた方法では大きな時間差はな
かったが、クロス法は固定が簡便で経験年数間による差はなかった。【考察】上半
身のクロス法固定により、初期固定およびアプローチ変更の際の時間は短縮できた
が固定のコストは増加した。
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技DP-4-4
急性虚血性脳卒中における血管内治療開始までの時間短縮を目指した
取組み
大狩　千枝子（おおがり ちえこ）1、安樂　摩美（あんらく まみ）1、
鹿島　啓佑（かしま けいすけ）1、山岡　考平（やまおか こうへい）1

1京都大学医学部附属病院�放射線部

【目的】2019年5月よりさらなる血管内治療（Endovascular Treatment，以下EVT）
開始までの時間短縮を目指し診療時間外の急性虚血性脳卒中（Acute Ischemic 
Stroke，以下AIS）症例に対する運用変更を行った．この実施した取組みとその効
果について報告する．【方法】2018年11月から当院でのAIS対応体制の整備稼働に
加え，以下の取組みを行った．第一に看護師，臨床工学技士，診療放射線技師のス
タッフでのアンギオ室入室からドレーピングまでのシミュレーション訓練を実施し
た．第二にアンギオ未経験者向けマニュアル作成と対応講習会によって時間外の
AIS EVTは時間外勤務の診療放射線技師の対応とした．第三としてEVT事前準備
の整備を以下のように行った．血管撮影装置は24時間通電とし，使用物品を搭載し
た専用カートの用意，そしてアンギオ室寝台をすぐに治療開始できる状態へ物品配
置をした．本運用変更について来院から穿刺までの時間（Door to puncture以下，
DTP）を算出し，2019年5月運用変更前後の比較を行った．【結果】シミュレーショ
ン訓練では，入室からドレーピングまでの時間は訓練前に比べ4分25秒短縮するこ
とができた．DTPは運用変更前40例，変更後28例の比較にて，7分30秒の時間短縮
を認めた．【結論】診療放射線技師を含めアンギオ室スタッフの取組みにより，1分
を争うAIS症例のEVT開始までの時間短縮を図れた．
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技DP-4-3
マイクロカテーテルスチームシェイプ時の曲率を考慮した血管模型作
成
吉田　雅貴（よしだ まさたか）1、鈴木　一郎（すずき いちろう）1

1八戸市立市民病院

【背景・目的】脳動脈瘤コイル塞栓術においてマイクロカテーテル（MC）の適切な
シェイピングは、MCを動脈瘤内の適切な部位へ安全に誘導して安定させ重要であ
る。3Dプリンターで作成した実寸大血管模型はMCの適切なシェイピングに有用で
あるが、MCにスチームシェイプ（SS）を加える場合には実際の血管走行より曲率
を上げた形状にする必要がある。今回我々は曲率1.5倍血管模型の作成方法、有用性
について検討したので報告する。

【方法】DSAの撮影データをDicom変換ソフトで3Dデータに変換、その後3D加工
ソフトAutodesk Meshmixerを使用してデータを加工、そのデータを基に曲率が1.5
倍となる血管模型を3Dプリンターで作成した。MCはHeadway17、或いはSL10を
使用した。治療においてMCのSS前の形状作成を曲率1.0倍模型と1.5倍模型で行っ
た群で比較、検討を行った。

【結果】SS前の形状作成は曲率1.5倍模型の方が容易であった（治療医の感想）。マ
イクロガイドワイヤーなしで瘤内にMCを留置できた例が曲率1.0倍群では35例中3
例であったが、曲率1.5倍群では15例中7例で曲率1.5倍群の方が多い傾向であった。

【考察】曲率をかえた血管模型は3D加工ソフトでデータ加工するだけで簡便に作成
可能である。曲率はMCの推奨される曲率条件及び模型で動脈瘤と血管が重合しな
いよう設定する必要がある。曲率2.0倍模型は症例によっては瘤と血管が重合してし
まう。曲率1.5倍模型を用いることで、より適切なSS前のMCの形状作成が可能と
考えられる。

【結論】MCのSSを考慮した血管模型の曲率は1.5倍が最適で、その作成方法につい
て確立できた。曲率1.5倍模型の使用により実寸大模型使用時より適切なMCのSS
が可能であったと考える。
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技DP-4-2
超急性期脳梗塞に対する脳血管撮影におけるまでの診療放射線技師の
介入について
阪元　翔太（さかもと しょうた）1、弘田　祐己（ひろた ゆうき）1、
大西　恭子（おおにし きょうこ）1、二村　元（ふたむら げん）1、
新武　慶興（あらたけ けいこう）1、辻本　充昭（つじもと みつあき）1、
牧野　太朗（まきの たろう）1、古川　康広（ふるかわ やすひろ）1、
木村　直紀（きむら なおき）1、宮國　辰徳（みやぐに たつのり）1、
児玉　絢哉（こだま じゅんや）1

1医療法人東和会�第一東和会病院

【はじめに】2018年4月より脳卒中ホットラインを開設し、これにより脳卒中患者が
増え、特にIVRを行う症例が昼夜を問わず急増している。夜間帯は技師1人体制で
あり、緊急でIVRを行う場合は当番技師を呼び出す体制となっている。必要に応じ
脳外科医に画像転送を行う事もあるが、別の救急対応等に当たっている場合、時間
がかかってしまうこともあった。夜間帯でも効率化を図る必要があり、治療介入に
至るまでの時間短縮化にむけ、技師としてどのように介入していくか検討し、実践
したためここに報告する。【方法】脳卒中疑い患者搬入の際には救急外来から来院
前に技師へ一報が入り、すぐにCT・MRIを行える状態となるように努めた。画像
評価もCTで出血が認めない時点で脳外科医に連絡を行い、IVRを行う可能性を共
有することとした。MRIはDWI・MRAを優先し、MRAで主幹動脈閉塞所見があ
れば再度脳外科医に連絡し、この時点で技師を呼び出すこととした。クラウドサー
バ導入により画像提供も容易となった。また本来アンギオを担当しない技師でもア
ンギオ室の準備を行えるようにし、脳外科医単独でも行えるように普段より操作に
慣れて頂く事とした。【結果】撮影中にIVRまで行うのかの判断が可能となり、技
師の呼び出し時間を短縮することができた。また脳外科医とも密に画像供覧し連絡
が可能となった。アンギオ室入室や治療介入もスムーズとなり、D2Pの短縮につな
げることができた。【結語】マンパワー不足が否めない状態であるが、上記のよう
に見直しを図ることで時間短縮につなげることができた。今後は他職種間での連携
を高め、よりチーム化を意識した体制システムの構築を行っていきたい。
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技DP-4-1
当院診療放射線技師間での急性期脳卒中診療に対する思考・行動の抽
出及び共有
高橋　隼風（たかはし はやて）1、米納　佐和子（こめの さとこ）1、
朝野　暁大（あさの あきひろ）1、中島　宗一朗（なかしま そういちろう）1、
豊田　由高（とよた ゆたか）1、坂田　茂（さかた しげる）1、
佐藤　圭輔（さとう けいすけ）2、瀬戸　大樹（せと ひろき）2、
佐藤　大輔（さとう だいすけ）2、神宮字　伸哉（じんぐうじ しんや）2、
青木　洋（あおき ひろし）2

1富山県立中央病医療技術部画像技術科、2富山県立中央病院脳神経外科

【背景】2016年より当院にて開始した機械的血行再建術(MT)が開始した。4年間の
中で我々は2回の院内全体での勉強会にて研鑽を積んできた。急性期脳卒中診療初
期において診療放射線技師(RT)の役割が大きいことは明らかであり、当院RTに関
しても他職種とのより良い連携のもと積極的な介入が垣間見えてきた。【目的】急
性期脳卒中診療におけるRTの動きを到達時間にて比較評価し、思考・行動をフィー
ドバックしたので報告する。【方法】2018、2019年でのDoor to CT Time(D2CTT)、
Door to MR Time(D2MRT)、CT to MR Time(CT2MRT)、Door to Puncture 
Time(D2PT)の比較検討をマン・ホイットニーU検定(SPSS)にて行なった。尚p＜
0.05を有意水準とした。次に2019年施行した急性期脳卒中診療に携わったRTに患
者の病着前、CT、MRI、MTでの留意点を聴取、集約し、同職内研修会にて不慣れ
なRTに共有した。【結果】2018、2019年でのD2CTT、D2MRT、CT2MRT、D2PT
の平均は各々11.0min±11.6 vs 6.0min±6.5(p=0.14)、36.0min±20.5 vs 26.5min±
12.9(p=0.23)、27.9min±14.5vs 21.4min±11.2(p=0.27)、103min±44.7 vs 85.8min±
34.7(p=0.23)であり有意差は得られなかったものの時間短縮傾向を示した。2019年で
は病院到着時即CT検査を行う頻度が56%と前年(27%)比で高まった。【考察】2019
年の時間短縮傾向は単に経験のある技師が担当していただけではなく、時間短縮を
念頭に置いた思考・行動が結果に直結したと考える。技師間での共有にて更なる意
識の向上、急性期脳卒中診療への不安の解消を期待する。【結語】2019年では急性
期脳卒中診療にかかる時間の一定の短縮が示唆され、その思考・行動を当院RTの
中で共有し得た。
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技DP-4-8
診療放射線技師による急性期血行再建術におけるP2R P2 on clotの
時間短縮への取り組み
水浦　怜（みずうら れい）1、斎藤　誠（さいとう まこと）1、
堀江　亮太（ほりえ りょうた）1、竹田　幸太郎（たけだ こうたろう）1、
山崎　英一（やまさき えいいち）3、岩崎　充宏（いわさき みつひろ）2、
森本　将史（もりもと まさふみ）2

1横浜新都市脳神経外科病院画像診療部、2横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科、
3横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科

【背景・目的】当院では2018年D2Pに対して45分と目標設定し達成している。しか
し、夜間帯では勤務医師が1名、待機が2名体制である事から、日中とマンパワーが
異なり、日中および夜勤において変わらず達成出来ているのか、D2Rに差はないの
か疑問がある。そこで、2019年3月より急性期血行再建を迅速に施行することを目
的とし、脳神経医師が役割を担っているP2 on clot、P2Rに対しても診療放射線技
師がアプローチ出来ないかと検討したので、日中および夜間における経過時間の実
態調査と合わせて報告する。【方法】1)2018、2019年、2020年1月1日から日中、夜勤
でD2P、P2R、D2Rそれぞれの時間の中央値を集計した2)2019年3月1日からSheath 
、AラインなどのPreparationの補助を診療放射線技師が実施した、それぞれの時
間の中央値を集計した【結果】1)2018年D2Pは日中、夜勤共に目標時間45分を達成
している。P2R、D2Rは日中、夜勤では差がある。2019年D2Pは日中、夜勤共に30
分台としているが、P2R、D2Rにおいては2018年同様に差があった。2020年日中、
夜勤共にP2R以外では各セクション大きな差は無かった。2)診療放射線技師による
Preprationの補助を実施した症例では各セクションで最も時間短縮が行えていた

【考察】診療放射線技師によるPreparation補助実施時が一番時間短縮を行えている
のは、遅滞することなくカテの準備を行え、術者がカテ室到着時には速やかに穿刺
できる環境となり、カテーテルの準備も迅速に行えていることから病変部に速やか
に到達出来るのも要因の一つであると考えられる。【結語】診療放射線技師による
Preprationの補助を行うことはP2 on clot、P2Rの時間短縮が行える要因の一つと
なる。
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技DP-4-7
AIS治療に対するDSA FirstでのPTP time短縮の検討
入井　亮介（いりい りょうすけ）1、山中　健太（やまなか けんた）1、
小山内　秀幸（おさない ひでゆき）1、金成　宏明（かんなり ひろあき）1、
笹森　大輔（ささもり だいすけ）1、恩田　敏之（おんだ としゆき）1、
野村　達史（のむら たつふみ）1、野中　雅（のなか ただし）1

1社会医療法人医翔会札幌白石記念病院

【目的】当院では２０２０年３月末日より、血管撮影装置Siemens社 ARTIS icono 
D-spinが導入された。この装置の特徴として、脳灌流画像であるsyngo DynaCT 
Multiphaseが撮影可能であることが挙げられる。syngo DynaCT Multiphaseは造
影剤を静脈注入しながら頭部を10回の連続回転撮影（５秒／1回転）をすることに
より、時間軸を持った脳の血流画像を得る撮影であり、撮影したデータは脳灌流解
析 ソ フ ト で あ る iSchemaVeiw 社 RAPID angio に 自 動 転 送 さ れ、
CBF,CBV,MTT,Tmax画像が自動作成される。さらに、脳梗塞コア体積とペナンブ
ラ体積が自動計算されAIS治療適応について評価することが可能である。現在、当
院ではAIS患者に対しCT firstで検査に対応しており、CT perfusion(以下CTP)、
体幹部撮影を施行し治療適応の判断を行っている。今回、この装置が導入されたこ
とにより血管造影室で治療の適応判断が可能となり、Picture to Puncture Time(以
下PTP)の短縮が期待される。当院でのDSA first実用化に向けての取り組み、時間
短縮への期待値、現状について報告する。

【方法】各検査室における準備、撮影時間を測定し、それらを組み合わせることに
よりPTPを算出した。また実際の症例に要した時間を測定し、比較検討した。

【結論】PTP短縮の可能性が示唆されたが、問題も多く更なる検討が必要である。
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技DP-4-6
ガドリニウム造影剤を用いて頸動脈ステント留置を行った1例
樫本　公明（かしもと きみあき）1、鈴木　優太（すずき ゆうた）1、
浅井　克則（あさい かつのり）2,3、金田　享之（かねだ たかゆき）1、
山根　康彦（やまね やすひこ）1、米田　晃敏（よねだ あきとし）1、
中西　克彦（なかにし かつひこ）2、沖田　典子（おきた よしこ）2、
中西　克之（なかにし かつゆき）1

1大阪国際がんセンター�放射線診断・IVR科、2大阪国際がんセンター�脳神経外科、
3大阪脳神経外科病院�脳神経外科

【目的】ガドリニウム造影剤はヨード造影剤に比べ主成分濃度や分子量が低いため
X線吸収を利用した物理的作用において不利とされている.また腎機能障害患者やガ
ドリニウム造影剤の大量投与は腎性全身性繊維症（NSF）の危険因子とされてい
る.今回, 我々はヨードアナフィラキシーショック歴のある頸動脈狭窄症に対して, 
ガドリニウム造影剤を用いた撮影プロトコールと至適造影剤濃度を検討し, 頸動脈
ステント留置を施行したので報告する.【方法】幾何学的条件は, SID100cm, 視野サ
イズ12インチ, アクリル15cmの上にヨード造影剤（イオパミロン300原液, 2倍希釈, 
3倍希釈, 5倍希釈, 7倍希釈, 10倍希釈, 15倍希釈）とガドリニウム造影剤（マグネス
コープ原液, 2倍希釈, 3倍希釈, 4倍希釈）を配置して, 通常の診断で用いるTarget 
kV：85kV、Focus：small と今回新たに考案したTarget kV：75kV、 Focus：middle
の撮影プロトコールでDSA撮影を行い, ImageJを用いてコントラスト比を評価し
た.【結果】ヨード造影剤の5倍希釈とガドリニウム造影剤の原液, ヨード造影剤の
10倍希釈とガドリニウム造影剤2倍希釈が同等のコントラスト比を示した. また, 
Target kV：75kV、Focus：middleの撮影プロトコールの方がコントラスト比は得
られた. 医師と協議の結果, Target kV：75kV、Focus：middleのDSAの撮影プロ
トコールで, ガドリニウム造影剤は2倍希釈で手技を行う事となった. 実際のDSA画
像のコントラストも問題なく, 体重65kgに対して造影剤総量13ccで手技を終える事
が出来た.
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技DP-4-5
超急性期脳梗塞の血管撮影における患者抑制への技師介入　第二報　
―　腕の抑制方法の改善　－
齋藤　一樹（さいとう かずき）1、手代木　大介（てしろぎ だいすけ）1、
小冷　信吾（こびえ しんご）1、江藤　綾倫（えとう あれん）1、
壷井　祥史（つぼい よしふみ）2

1石心会�川崎幸病院�放射線科、2石心会�川崎幸病院�脳血管センター

【背景】JSNET2019で我々は超急性期脳梗塞の血管撮影時の患者抑制に対し技師が
介入することの有効性についての報告を行った。この方法を使用したところ、数例
で腕が落下や鼠径部に手が接触したことで手技が中断するという報告があった。今
回、従来の抑制方法に加え、腕の抑制方法について再検したので報告する。【方法】
(1)従来の抑制方法の問題点の洗い出しを行う。(2)方法 (1) で洗い出した問題点を解
消できる抑制方法を検討する。(3)検討前後でDoor to Puncture time (D2P) を比較
する。【結果】(1)問題点として、患者の腕が寝台外に落下する、鼠径部に手が接触
するなどが挙げられた。(2)抑制方法をアイフィックスＧの抑制シートのみからL字
アームレスト併用にすることで、腕の落下予防と可動域を狭めることができた。(3)
D2Pは検討前7.71±2.06分、検討後6.37±1.09分となった。【考察】腕の抑制方法の必
須条件を、抑制時間が短い、腕が固定できる、ルート管理が容易であることとした。
L字アームレストを併用することで腕の可動域が制限され、強固な固定に繋がった。
また、支持体が存在することで落下する可能性はほぼなくなった。全体的な抑制方
法は変更してないため、既存のスタッフへの教育はほぼ必要なく、手順の移行にも
時間を要さなかったと考えている。また、抑制方法が変更されてもD2Pの延長は見
られなかった。腕の抑制が強固になり、患者の手の動きにより手技の妨害がなくな
り、医師からは手技中に患者の腕が動くことによるストレスがなくなったという意
見が聞かれた。【結語】安全かつ円滑な検査の提供のため、超急性期脳梗塞の血管
撮影における患者抑制に対して腕の抑制方法を検討した。
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技DP-4-10
大動脈弓部の解剖学的因子がカテーテルアクセスに与える影響
関　優子（せき ゆうこ）1、安藤　雅（あんどう まさし）1、須藤　高行（すとう たかゆき）1、
清水　立矢（しみず たつや）2、藍原　正憲（あいはら まさのり）2、
山口　玲（やまぐち れい）2、相島　薫（あいしま かおる）2、
好本　裕平（よしもと ゆうへい）2

1群馬大学医学部附属病院放射線部、2群馬大学大学院医学系研究科脳神経外科

【目的】脳卒中医療において脳血管内治療の果たす役割は拡大しているが, 時にカ
テーテルアクセスに難渋することがある. 今回, アクセスルートとなる大動脈弓部の
解剖学的因子に注目しアプローチ時間に与える影響を検討した.　

【 方 法 】2017年 か ら2019年 に 脳 血 管 内 治 療 を 施 行 し , 大 動 脈 弓 部 を 含 む Ｃ
Ｔ-Angiography検査を行った65名を対象とした.目的血管と大動脈弓（の頂部もし
くは下部）のなす角度, 大動脈弓頂部から目的血管分岐までの距離を2Dおよび３D
で計測し, 年齢, 性別,穿刺部位, アプローチ時間（穿刺時刻からガイディングカテー
テル留置後の目的血管造影までの時間）, 治療方法, 病歴, 検査時間, 治療部位との
関連を検討した.

【結果】アプローチ時間は平均24.4 分 (5-197分)であった. アプローチ時間と大動脈
弓と目的血管分岐がなす角度には負の相関を認め, 弓下部との分岐角がより相関が
強かった（頂部r＝-0.197, 下部r＝-0.298）. アプローチ時間と大動脈弓頂部から分
岐までの距離、高さにおいては正の相関を認めた (距離r＝0.478, 高さr＝0.463). 2D
と3Dの相関は因子によってばらつきがあるものの、大動脈弓下部と分岐血管の角
度と大動脈弓頂部からの距離では強い相関を認めた (下部と分岐の角度r＝0.721, 距
離r＝0.858). 穿刺部位を手技中に変更した症例は5例（7.7％）であった. アプローチ
時間が長時間となる因子は, 大動脈弓下部と血管の分岐角度が有意であった （p ＜
0.05）. 

【結語】大動脈弓下部と分岐角度が鋭角なほど, アプローチ時間が延長する. 大動脈
弓頂部から目的血管分岐までの距離が強い影響を及ぼしていた. 2Dでの簡便な計測
が緊急症例に有用な可能性がある.
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技DP-4-9
当院カテ室におけるタイムアウトの実態調査と改善への取り組みにつ
いて
阿部　宏美（あべ ひろみ）1、石毛　良一（いしげ りょういち）1、
一木　俊介（いっき しゅんすけ）1、小嶋　亨（こじま とおる）1、
鳥山　遥希（とりやま はるき）1、竹原　英明（たけはら ひであき）1、
佐々木　亮（ささき まこと）2、大高　稔晴（おおたか としはる）2、
青井　瑞穂（あおい みずほ）2、荒木　孝太（あらき こうた）2、
鈴木　祥生（すずき さちお）2

1聖隷横浜病院�画像診断センター、2聖隷横浜病院�脳神経血管・高次機能センター

【背景】当院カテ室では脳血管造影検査及び治療の全症例でタイムアウトを実施し
ている。タイムアウトは本来スタッフが一斉に手を止めて患者安全のための必要事
項を確認し合う場であるが、どの職種も手を止めていない場面が散見され、患者安
全を損なう危険性が危惧されていた。【目的】タイムアウトの実態調査と改善に向
けた取り組みを行ったので報告する。【方法】(1)全職種が手を止めてタイムアウト
に参加しているかを、告知することなく調査した。調査は2019年10月に施行された
脳血管造影検査及び脳血管内治療において、カテ室スタッフ全職種を対象として
行った。(2)調査後全職種へ個別に注意喚起を行い、2019年11月～2020年1月に再度
調査を行った。【結果】(1)注意喚起前は全症例中Dr52.1% Ns63.9% CE65.2%で手を
止めないままタイムアウトが行われていた。医師は指示出しや局所麻酔などの行為、
スタッフは指示受けによる薬品や物品出しなどの準備を行っていた。(2)注意喚起
後、手を止めずにタイムアウトが行われたのは全症例中 Dr8.3% Ns0% CE6.2%と減
少した。【考察】(1)注意喚起前はスタッフが準備不足の状態でも医師の指示でタイ
ムアウトを始めていたため、スタッフはタイムアウト中も手を動かしていた。医師
はタイムアウトの意識が高くなかったためタイムアウト中でも指示を出していた。
(2)注意喚起後は医師・スタッフ共に意識が向上し、準備不足のままタイムアウトを
始めないようになった。これによりタイムアウト中の医師からの指示も減少し、タ
イムアウトを改善することができたと考えられる。【結語】注意喚起を行ったこと
で、全職種が意識的に手を止めてタイムアウトを行うようになった。


