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当院における未破裂脳動脈瘤治療の現状と成績
〜開頭クリッピング術と血管内治療の両方をおこなっている施設の立場から〜
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＜Introduction＞
About the treatments of unruptured aneurysm, the clipping surgery/ coil embolization has direction unfitness by a
case. We reached the end in the times of the clipping surgery vs. coil embolization, it is important how both treat-
ment can cooperate for the improvement of the treatment results. We studied retrospectively the background of real
cases and the tendency of our treatment choice from the situation of an institution providing both treatments. We
also report a principle of our treatment choice and treatment outcome.
＜Objects and methods＞
We obtained information from the medical records, discharge summary and operation records, examined the num-
ber of the treatment, aneurysms portion and size, tendency of the choice by having underlying disease or not, out-
come and complications in each treatment.
＜Results＞
The operation of unruptured aneurysm was carried out to 312 cases, 351 aneurysms.
As the details of it, the clipping surgery was carried out to 212 cases, 248 aneurysms, the coil embolization was per-
formed in 100 cases, 103 aneurysms. The sex differences were approximately 1:2 with 98 males, females 215. The
average age was 60.2 years old (26-78 years old). There was no difference of the clipping surgery and coil emboliza-
tion.            
It was the tendency that the MCA aneurysm was carried out the clipping surgery, on the other hand, posterior cir-
culation and internal carotid artery aneurysms were carried out the coil embolization. The size of aneurysms which
we treated was an average of 6.6mm (2.6-60.0mm), there was no difference of the clipping surgery and coil emboliza-
tion significantly. The cases that took antiplatelet or anticoagulant drugs for an ischemic disease (cerebral infarc-
tion, angina, atrial fibrillation) were 27. As for the treatment choice, clipping was carried out in 13 cases (48%), and
coil embolization was performed in 14 cases (52%), the latter was significantly performed a lot.
The permanent morbidity were 3.5%, the cases that it became more than mRS 2 or made aggravation more than 2
were 6cases (1.9%). The mortality was 0.
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＜Conclusions＞
We reported the present conditions of the treatment choice and the treatment result from the situation of an institu-
tion which performed both clipping surgery and coil embolization. It was thought that the coil embolization supple-
mented treatment for the cases that took antiplatelet or anticoagulant drugs. Our treatment result was not inferior
to past reports. Aiming at complications 0, it must be necessary that both treatment cooperates more.



【はじめに】

未破裂脳動脈瘤の治療方法に関しては、開頭手術、血

管内治療それぞれの特徴から、各々に治療手段の使い分

けおよび優位性がある。開頭VS血管内の時代は終焉を迎

え、治療成績の向上のため、両治療がどのように協力で

きるかが重要である。

開頭クリッピング術と血管内治療の両方をおこなって

いる施設の立場から、当院での治療選択の原則と、実際

に治療が行われた症例を後方視的に分析し、症例の背景

（プロファイリング）と治療選択の傾向など、治療成績を

含めて報告する。

【対象と方法】

2011年1月から2014年6月を対象期間とし、診療録、退

院サマリー、手術記録を検討し、各治療選択における、

治療数、動脈瘤部位、大きさ、基礎疾患の有無などの傾

向、並びに、転帰、合併症を主体とした治療成績を検討

した。

1．治療適応

当施設の治療適応の原則であるが、年齢は、概ね70-75

才以下を対象とし、動脈瘤の大きさが5mm以上の場合と

症候性脳動脈瘤、再発瘤である場合は、絶対的な適応と

し治療をお勧めしている。大きさが4-5mm未満の場合は、

形状が不整形/blebがある、形状変化やサイズ増大がある、

SAHの既往がある、多発瘤の存在、部位が後方循環、前

交通動脈、内頚動脈-後交通動脈分岐部である、高血圧/

喫煙/くも膜下出血（SAH）の家族歴などの危険因子があ

る、患者の強い希望がある、以上どれかあれば相対的適

応として説明している。大きさが4mm未満の場合は、原

則経過観察とするが、形状が不整形/blebがある、形状変

化やサイズ増大がある、SAHの既往がある、患者の強い

希望がある場合には、治療も考慮に入れて説明している。

2．治療方法の選択

カンファレンスにて、開頭クリッピングと血管内治療

チームが協議して治療方法を決定している。その検討事

項は、血管の温存の可否、動脈瘤頚部の形状、動脈瘤部

位（アプローチの難易）、血栓化の有無、造影剤の観点か

ら腎機能の状態、開頭の観点から認知症の有無、脳梗塞/

虚血性心疾患の既往（抗血小板剤の内服）、多発瘤である

場合の各瘤の状況など多項目にわたっている。ポイント

は、どちらが技術的により容易かつ安全に完全治療がで

きるか？という観点である。技術的難易度の観点では、

開頭手術/血管内手術ともに容易なものは、血管内治療選

択の傾向があり、両治療ともに、ある程度のリスクがあ

るものは、両治療担当者から患者さんにinformed consent

（IC）をとって決定する形としている。

3．当施設の治療担当医の構成

担当医の構成は、開頭手術は、指導医が4名、術者は非

専門医5名と、専門医10名（指導医と重複あり）であり、

血管内治療は、指導医は1名、術者は専門医4名（指導医

と重複あり）である。開頭手術を担う構成には多様性が

あり、血管内治療を担う構成はある程度限られていると

いう特徴がある。治療担当医の決定は、術前に予測され

た難易度に応じ、開頭手術は手術部長により選択され、

血管内治療は、指導医により決定される。

【結　　果】

1．症例の背景と治療選択の傾向

未破裂動脈瘤の手術は、312症例、351動脈瘤に行われ

ていた。

内訳は、開頭手術が212症例、248動脈瘤、血管内治療

は100症例、103動脈瘤であった。治療数の年推移をfig.1

に示す。性差は男性98例、女性215例で約1:2であった。

平均年齢は、60.2才（26-78才）であり、開頭手術は平
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Fig. 1 治療方法と症例数の推移（2011/1-2014/6）
年平均約90例の未破裂動脈瘤を治療しており、約
3割強が血管内治療である。



均60.6才（26-78才）血管内治療は平均59.4才（30-78才）

であり、両者に差はなかった。動脈瘤の部位を、開頭手

術、血管内治療それぞれfig.2に示す。MCAは開頭手術と

なる傾向が強く、後方循環、ICA（C2瘤など）は血管内

手術となる傾向が強かった。治療した動脈瘤の大きさに

関しては、平均6.6mm（2.6 - 60.0mm）であり、開頭手術

は平均6.4mm（2.6 - 60.0mm）、血管内治療は平均7.1mm

（3.0 - 28.7mm）であり、両者に差はなかった。（fig.3）

次に、治療選択に影響を与えうる基礎疾患保有例の治

療選択が、実際どうなっていたかを検討した。治療選択

に影響を与えそうな因子を持つ症例は、43例であった。

因子が重複するものも1例として解析した。影響をあたえ

うる基礎疾患の内訳をfig.4に示す。

上記症例が開頭手術選択となったものが24/43例

（55.8%）、血管内治療選択となったものが、19/43例

（44.2%）であり、有意な差を認めなかった。（P=0.079,

Fisher検定）

一方、上記症例の中で、虚血疾患（脳梗塞、狭心症、

心房細動等）で抗血栓療法をしている症例のみを考慮す

ると、27例認め、その治療選択は、開頭手術が13例

（48%）、血管内治療が14例（52%）であり、有意に血管内

治療がおこなわれていた。（P=0.030,Fisher検定）

2．治療成績

治療の合併症により、永続性の後遺症が残存した症例

は11例（3.5%）であり、内訳は開頭手術10例、血管内治

療1例であった。永続性後遺症の内訳をfig.5に示す。後遺

症が原因でmRS 2以上となった、あるいは2以上の悪化を

きたした症例は6例（1.9%）であり、全例開頭手術症例で

あった。motalityは0%であった。合併症症例の背景は、術

者は指導的立場のシニアが多かった。瘤の大きさは平均

9.6mm（4.1-20.7）と大きめであった。

部位は、Acom 4例、ICA 3例、ICPcom 3例、VA 1例で

あった。

【代表症例】

1．開頭手術から血管内へ

症例1．67才男性。2002年3月にA comの破裂動脈瘤で

開頭clipping術を施行。2か月で退院。2011年12月の検査

で、約4mmの再発瘤を確認。術前mRS 2。開頭再治療の

煩雑さなど考慮し、ややwide neckであったが、血管内治

療を選択し施行。

合併症なく、mRS 2で退院した。（fig.6、7）
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fig. 2 動脈瘤の部位

fig. 3 治療適応とした動脈瘤の大きさ
開頭手術　平均6.4mm（2.6 - 60.0mm）、血管内治療
平均7.1mm（3.0 - 28.7mm）で大きさに有意差はなか
った。

fig. 4 治療選択に影響を与えそうな因子を持つ症例
基礎疾患や社会的条件により開頭手術、血管内治療の
選択に影響をあたえうる因子を抽出した。

fig. 5 永続性後遺症が残存した11例の内訳



2．血管内治療から開頭へ

症例2．66才男性。2009年右椎骨動脈瘤に対し、コイル

塞栓術施行。未破裂前交通動脈瘤を経過観察していた。

2014年に増大が明らかとなる。基礎疾患は、慢性心房細

動でワルファリン内服中。特発性血小板減少症の診断を

受けていた。Wide neckで血管内治療は不可と判断。ヘパ

リン置換して、血小板輸血も行い開頭術を選択した。合

併症なし。mRS 0で退院。（fig.8-10）

【考　　察】
開頭手術と血管内治療の治療数に関しては、徐々に血管

内治療が増加する傾向となっていた。これは、時代的な

背景と、血管内治療のデバイス並びに日々の技術的発達

によるところが大きいと考えられ、両者が補完的に協力

しあうことで、全体としての治療成績の向上につなげて

いくことが理想である。比較的血管内治療での治療が難

しく、開頭手術が易しいMCAは開頭手術となる傾向が強

く、その逆である後方循環、ICA（C2瘤など）は血管内

手術となる傾向が強かったことは、合理的であろう。ま

た、基礎疾患保有症例の治療選択は両者に有意差なかっ

たが、その中で、虚血性疾患保有症例の治療選択は有意

に血管内治療が選択されていた。当院では、開頭手術の

際、虚血疾患の再発防止の観点から、抗血小板剤の一時

休薬をおこなっていない症例も多い。虚血疾患保有症例

は、抗血小板剤内服している背景から、開頭手術の出血

性合併症、及び抗血小板剤一時休止のリスクを鑑みて、

血管内治療が選択される要素があると考えられた。

治療成績に関しては、経験豊富な単一施設における
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fig. 6 症例1　術前、術後の脳血管造影検査

fig. 7 症例１　術後MRI（DWI）画像
異常所見を認めなかった。

fig. 8 症例2 術前脳血管撮影検査

fig. 9 症例2. 術後3DCTA

fig.10 症例2. 術後MRI（DWI,T2WI）



10mm未満の合併症率は2%程度1）という報告や、mRS2以

上の合併症率は4.5%2）とあり、脳卒中治療ガイドライン

でも、治療による合併症の発生率は1.9-12%3）と記されて

いる。当施設の合併症率3.5%,mRS 2以上が1.9%の治療成

績は過去の報告に劣ってはいなかった。mRS 2以上の成

績や、術者となる医師のキャリアの多様性がある背景を

考えると、成績は良好といえよう。当施設の特徴として、

術前に予測された難易度に応じ、術者が手術部長により

選択されるため、シニアに合併症が多かったのは、より

難易度が高い症例を扱っていたためと考えられた。

開頭に合併症が多い印象だが、これは症例選択の時点

でバイアスがかかっていて言及できない。合併症例は治

療難易度の高い症例が主体と考えられた。

全体として現状で良好な成績が納められていると考え

られるが、治療の困難なケースを2つの手段で補完できて

いるためと考える。今後デバイスの発達によって、血管

内手術は件数、対象症例も増加してくるため、定期的に

適応を見直し、さらに協力し合っていく必要がある。

一方、教育とラーニングカーブの観点からは、開頭手

術には時間がかかるため、ある程度の割合を占めていく

ことは必要であろう。

【結　　語】

開頭クリッピング術、血管内治療両方を行っている施設

の立場から治療選択の現状と治療成績を報告した。虚血

性の基礎疾患保有者は、血管内治療が補完していると考

えられた。

治療成績は過去の報告に劣らざる状況であった。合併症0

をめざし、両治療の協力がさらに必要である。
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