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Parent artery occlusionを行った
破裂末梢性解離性上小脳動脈瘤の1例
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Abstract:
Distal dissecting aneurysms of superior cerebellar artery (SCA) are rare and challenging to treat. Although open 
surgery has been the traditional and primary treatment for parent artery occlusion of distal dissecting aneurysms, 
approach to these lesions can be difficult and sometimes lead to unfavorable results. Endovascular approach can be 
a comparable option. This case report demonstrates the successful treatment of ruptured distal dissecting aneurysm 
of SCA by endovascular parent artery occlusion. And we also conducted literature review of the endovascular treat-
ment for such aneurysms. Endovascular parent artery occlusion is the safe and effective treatment option for distal 
dissecting aneurysms of SCA.



− 16 −

諸　　言

　くも膜下出血のうち原因が解離性動脈瘤破裂による

ものは3%程度と報告されている1）。後方循環について

は、その多くが解離性椎骨動脈瘤に関する報告であり、

上小脳動脈の解離性動脈瘤は稀な症例である。治療に

ついては、直達手術によるtrapping,…proximal… ligation,…

wrappingに加え、近年では血管内治療によるparent…

artery…occlusion（PAO）が報告されている。今回我々

はくも膜下出血で発症した末梢性解離性破裂上小脳動脈

瘤に対し、コイル塞栓術によるPAOを行い、良好な転

機を辿った一例を経験したため報告する。

症例提示

　患者は53歳、女性。起床時に突然の頭痛と嘔気が出

現し、当院へ救急搬送された。家族歴や既往歴に特記す

べきものなし。来院時の意識レベルは、Glasgow…Coma…

Scale…15（E4V2M6）、明らかな四肢の麻痺は認めな

かった。頭部CT検査で、くも膜下出血を認め、World…

Federation…of…Neurosurgical…Societies（WFNS）grade…Ⅰ.…

Hunt…&…Kosnik…grade…Ⅱと診断した。

…

画像所見：
　頭部CTで、脳幹周囲から両側シルビウス裂に広がる

くも膜下出血（Fisher…group…3）を認め、特に左小脳橋

角部に厚い血腫が見られた。DSA（digital…subtraction…

angiography）では、左上小脳動脈caudal…trunk末梢の

cerebellomesencephalic…segmentに4mm大の嚢状動脈瘤を

認めた。血管分岐部には存在せず、解離性動脈瘤を疑っ

た。

治療：
　左上小脳動脈解離性動脈瘤の破裂によるクモ膜下出血

と診断し、再破裂予防のためにコイルによるPAOを施

行した。

　全身麻酔下に右大腿動脈に6Fr…heath…25cmを挿入し

た。6Fr…Chaperon…TM（Terumo,…Tokyo,…Japan）を左椎

骨動脈に留置し、マイクロカテーテル（Excelsior…XT-

17TM,…Stryker,…Kalamazoo,…MI,…USA）をマイクロガイ

ドワイヤー Synchro…2…Soft（Stryker,Kalamazoo,…MI,……

USA）にて動脈瘤内に誘導した。HyperSoft®…3D…4mm

×12cm（MicroVention/Terumo,…CA,…USA） でframing

を行い、HyperSoft®…3D…2mm×2cmを1本、HyperSoft®…

3D…1.5mm×2cmを用いて瘤を閉塞し、HyperSoft®…3D…

1.5mm×2cm…2本を瘤内からその中枢側のcaudal…trunkに

充填し、正常血管の塞栓を行った。

術後経過：
　術翌日のMRIでは、左小脳半球上部および上・中小脳

脚に梗塞を認めた。左下肢に軽度の運動失調を生じ、2ヶ

月のリハビリテーションを行い、modified…Rankin…Scale…

1で自宅退院となった。

考　　察

　上小脳動脈瘤は全頭蓋内動脈瘤の1.7%を占め、特に

脳底動脈と上小脳動脈分岐部動脈瘤を除いた末梢性上小

脳動脈瘤は、全頭蓋内動脈瘤の0.2%とされる2）。動脈瘤

の形状は嚢状動脈瘤の報告例が多く3,4）、後述のAnterior…

pontomesencephalic…segment…に好発するとされる8）。

　上小脳動脈はanterior… pontomesencephalic,… lateral…

pontomesencephalic,…cerebellomesencephalic,…corticalの4…

segmentに分類され、各segmentを構成するtrunkはmain…

trunkの分岐レベルに左右される。脳底動脈終末部近く

から分枝した上小脳動脈は、尾側に下りながら脳幹外側

を周り、その最も尾側の位置でcaudal…trunkおよびrostal…

trunkへ分岐する。これらは皮質動脈、precerebellar…

Figure…1
Computed…tomography…shows…subarachnoid…hemorrhage…in…
the…cerebellopontine…angle…cistern…(arrow)…and…basal…cis-
terns.
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arteryおよび穿通枝を分枝し、さらに皮質動脈は虫部へ

分布するvermian…branchと、虫部以外の小脳半球テント

面を栄養するhemispheric…branchに分かれる。また穿通

枝のほとんどは、main…trunkもしくはcaudalおよびrostal…

trunkから分枝し、前者の多くは脳幹へ、後者からの穿

通枝は上小脳脚、中小脳脚および四丘体領域に分布する

とされる5）。

　末梢性の解離性脳動脈瘤破裂では、頸部クリッピング

や親血管を温存したコイル塞栓術は困難であり、再破裂

予防に親血管閉塞を要する事も多い。上小脳動脈瘤破裂

に対しPAOを行った場合、穿通枝や皮質動脈領域の脳

梗塞を生じる危険性があるが、治療そのものによって生

じる神経学的脱落所見は軽症であるとの報告が見られる
6,7,8）。その理由として、hemispheric…branchの末梢支配域

の重複やAICAとのanastomosisの存在、上小脳動脈領域

の梗塞が無症候性であることが多いことなどが指摘され

ている6）。また本症例はcerebellomesencephalic…segment

の動脈瘤であり、このような比較的末梢で生じた動脈瘤

の場合は、親血管閉塞に伴う脳幹の穿通枝梗塞のリスク

も低いものと考えられる。

　末梢性上小脳動脈瘤破裂の治療法としては、直達手術

によるtrapping、…proximal…clipping、…wrappingに加え、近

年では血管内治療の報告が多い。くも膜下出血で発症し

た末梢性解離性上小脳動脈瘤に対して、再破裂予防目的

に血管内治療を行った症例報告は、渉猟した限り本症例

を含めて18例報告されている（Table）2）8-16）。うち16

例が親血管と動脈瘤のコイル塞栓術であり、残る2例は

動脈瘤単独のコイル塞栓術と、フローダイバーターステ

ント留置術の報告である。術後MRIで脳梗塞が確認され

た6例のうち、5例は小梗塞である。残る1例は両側小脳

に比較的広範囲の梗塞を生じたが、重篤な神経症状には

至っていない。また18例中2例ではsevere…disabilityの転

帰を辿ったが、いずれもくも膜下出血の重症度や病前の

患者背景、脳内血腫などの合併疾患がより予後に影響し

たものと推測される。

　コイル塞栓術による末梢性上小脳動脈瘤の治療におい

ては、脳幹の穿通枝梗塞や皮質枝梗塞が懸念されるが、

本症例を含めたこれまでの報告によると、術後の神経症

状や予後への悪影響は少ないものと考えられる。直逹手

術によるアプローチが比較的困難な部位の動脈瘤治療に

おいて、血管内治療は有力な治療手段である。

Figure…2
Pre-procedure…Left…vertebral…angiogram…shows…a…4…mm…
aneurysm…of… the…cerebellomesencephalic…segment…of… the…
left…SCA（arrow）.
(A)…Posteroanterior…view,…(B)…Lateral…view
SCA:…superior…cerebellar…artery

A B

Figure…3
Post-procedure…left…vertebral…angiogram…shows…occlusion…
of…the…aneurysm…and…parent…vessel…(arrow).
(A),…(B)…Posteroanterior…view,…
(C),…(D)…Lateral…view

A B

C D
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結　　語

　くも膜下出血で発症した末梢性解離性上小脳動脈瘤に

対し、コイル塞栓術によるPAOを行い、良好な転機を

辿った一例を経験した。血管内治療によるPAOは本動

脈瘤治療の有効な選択肢である。…
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