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症例報告 
 

左右で異なる機序の内頚動脈閉塞を 

ほぼ同時に併発し急性期血行再建術を施行した一例 
 

                                                        

田代亮介 1)、園部真也 2)、井上敬 2)、江面正幸 2)、上之原広司 2) 

1) 大崎市民病院 脳神経外科、2) 国立病院機構 仙台センター 脳神経外科 

 

<<抄録>>                                            

 背景）脳主幹動脈閉塞に対する急性期血行再建において閉塞機転の的確な把握が重要であるが、症例によ

っては必ずしも容易ではない。目的）血栓性機序の左内頚動脈閉塞と塞栓性機序の右内頚動脈閉塞をほぼ同

時に併発した症例を経験した。稀な病態であり、閉塞機転の把握に苦労した。病態に関する考察を加えて報

告する。症例）74 歳男性。未加療の慢性心房細動あり。突然の意識障害と右片麻痺で発症した。脳梗塞と

診断し、recombinant tissue-plasminogen activator（rt-PA）静注療法を施行したところ、右片麻痺は軽快

した。頭部 MRI で、左放線冠の急性期梗塞巣と左内頚動脈の描出不良を認めた。MRI 施行直後に、意識障

害が増悪し左片麻痺が出現した。血管内治療を前提とした脳血管撮影で両側内頚動脈閉塞を認めた。右内頚

動脈閉塞に対して血栓回収を施行したところ、完全再開通が得られ、意識障害は軽快し、左片麻痺は改善し

た。当初左内頚動脈においても塞栓性機序による閉塞が生じている可能性を考え、左内頚動脈サイフォン部

での閉塞と考え血栓回収を試みたが、より近位での閉塞が生じていると判明した。左内頚動脈起始部での血

栓性閉塞と考えられたのでステント留置術を施行したところ再開通が得られ、意識障害と右片麻痺は改善し

た。本症例の病態は、血栓性機序の左内頚動脈起始部閉塞に加え、rt-PA 静注療法後に塞栓性機序の右内頚

動脈閉塞を併発したと考えられた。結語）非典型的な経過であり、閉塞機転の把握が容易ではなかったが、

血栓性機序塞栓性機序両者の可能性を念頭において急性期血行再建を行った結果、良好な転帰が得られた。 

                                                        

キーワード：両側性、内頚動脈閉塞、塞栓症、血栓症、急性期血行再建 

（平成 28 年 6 月 22 日受領、平成 28 年 7 月 30 日採用） 

 

１ はじめに 

 脳主幹動脈閉塞には血栓性機序の閉塞と塞栓性

機序の閉塞があり 1, 2)、いずれに対しても血管内治

療による急性期血行再建が広く行われるようにな

ってきている。両者はそれぞれ異なる治療手技を要

するため、脳主幹動脈閉塞に対する急性期血行再建

においては、閉塞機転の的確な把握が求められる。

しかし、血栓性機序による閉塞と塞栓性機序による

閉塞の鑑別は必ずしも容易ではない。 

 我々は今回、血栓性機序の左内頚動脈閉塞と塞栓

性機序の右内頚動脈閉塞をほぼ同時に併発した症

例を経験した。稀な病態であり、閉塞機転の把握が

難しい症例であり、病態に関する考察を加えて報告

する。 

 

２ 症例 

 74 歳男性。心不全治療中であった。慢性心房細

動を指摘されていたが、未加療であった。高血圧症、

糖尿病、脂質異常症の既往は無かった。突然の意識

障害と右片麻痺を発症し、当院へ発症 2 時間で救急
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搬送された。来院時、Japan Coma Scale（JCS）：

I-1 の意識障害と、高度の右片麻痺を呈しており、

National Institute of Health Stroke Scale（NIHSS）

は 7 であった。頭部 CT で脳実質に明らかな異常所

見を認めなかった。脳梗塞と考えられたので、

recombinant tissue-plasminogen activator 

(rt-PA)静注療法を施行したところ、右片麻痺は軽快

した。直後に施行した MRI で、左放線冠の急性期

梗塞巣と、左内頚動脈の描出不良を認めた（図１）。 

 

図１ 来院時の MRI A：拡散強調画像。左放線冠に高信

号域を認める。B：頭蓋内 MRA。左内頚動脈の描出不良を

認める。 

 

MRI の直後に、意識障害が JCS：II-10 へ増悪し、

重度の左片麻痺が出現した。直ちに脳血管撮影を施

行したところ、左内頚動脈は起始部以遠が描出され

ず（図２A）、右内頚動脈の血流は停滞していた（図

２B）。左右双方の内頚動脈閉塞をきたしており、い

ずれの治療を先行するかの判断のために側副血行

路の評価が必要と考え左椎骨動脈撮影を行った。左

内頚動脈のサイフォン部以遠は脳底動脈から左後

交通動脈を介して灌流されており、左中大脳動脈と

両側前大脳動脈は緩徐ながら順行性の血流が維持

されていたのに対して、右中大脳動脈領域への側副

血行は乏しく（図２C）、同領域の高度虚血が示唆さ

れた。 

 
図２ 急性期血行再建術施行を前提とした脳血管撮影 

A：右内頚動脈撮影側面像。右内頚動脈に血流の停滞を認め

る。B：左総頚動脈撮影側面像。左内頚動脈は起始部以遠が

描出されない。C：左椎骨動脈撮影正面像。左中大脳動脈領

域へは後交通動脈を介した側副血行が期待できた。 

 

 右内頚動脈閉塞に対する急性期血行再建の優先

度が高いと考え、右内頚動脈閉塞の治療を先行した。

右内頚動脈終末部から右中大脳動脈起始部にかけ

ての塞栓性機序の閉塞と推察し、6 mm×30 mm の

Solitaire FR（Covidien/ev3 Neurovascular、Irvine、

CA、USA）を用いて血栓回収を施行した。Thrombo-

lysis in cerebral infarction（TICI）3 の再開通が得

られ（図３A）、直後から意識障害は軽快し、左片麻

痺の改善がみられた。 

 引き続き左内頚動脈閉塞に対する急性期血行再

建を施行した。当初、右内頚動脈と同様に塞栓性機

序による閉塞が生じている可能性を第一に考えた。

内頚動脈サイフォン部における塞栓性機序の閉塞

と推察し、6 mm×30 mm の Solitaire FR を用いて

血栓回収を施行したが、再開通は得られなかった。

直後の左内頚動脈撮影では内頚動脈サイフォン部
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以遠の描出は良好であり、左内頚動脈での閉塞部位

はより近位に存在すると考えられた。内頚動脈起始

部における血栓性機序の閉塞と推察し、まず左内頚

動脈起始部閉塞に対して経皮的血管拡張術 

(percutaneous transluminal angioplasty, PTA)を

行う方針とした。3.0mm × 20mm の PTA バルー

ン(Bandicoot：カネカメディックス、大阪) を用い

て PTA を行うも有効な血管拡張が得られなかった

ので、頚動脈ステント留置術を行うこととした。

Percusurge Guardwire (Medtronic, Santa Rossa, 

CA, USA)を遠位塞栓防止バルーンとして内頚動脈

に留置した後に、Carotid Wallstent Monorail 10

×24mm（Boston Scientific、Natick、MA、USA）

を用いてステント留置術を施行した。左外頚動脈の

閉塞をきたしたものの、左内頚動脈起始部の再開通

が得られ（図３B）、左内頚動脈領域は末梢まで良好

な灌流が得られた（図３C）。臨床的にも意識障害と

右片麻痺は改善した。術後経過は良好で、神経学的

異常所見なく自宅退院した。 

 

３ 考察 

 ほぼ同時に左右で異なる機序による内頚動脈閉

塞をきたした稀な 1 例を報告した。脳梗塞急性期治

療に際しては、病態を即座に把握したうえで、治療

戦略を速やかに構築しなくてはならないが、本症例

では病態の把握に苦労した。 

 脳主幹動脈閉塞に対する急性期血行再建におい

て、治療前の情報からは閉塞機転を明確に特定でき

ないことがあり、その場合は結果的にどのような治

療手技が有効であったかが後方視的な判断の一助

となる。血栓性機序の閉塞に対してはバルーン血管

形成術およびステント留置術が有効であり 3-7)、塞

栓性機序の閉塞に対してはステント型リトリーバ

ーを中心とした血栓回収療法が有効である 8-12)。本

症例は右内頚動脈閉塞に対しては血栓回収によっ

て、左内頚動脈閉塞に対してはステント留置術によ

って、それぞれ再開通を達成したことから、左内頚

動脈は血栓性機序による閉塞、右内頚動脈は塞栓性

機序による閉塞と考えられた。 

 本症例は、神経所見と画像所見の推移を加味する

と、血栓性機序による左内頚動脈閉塞に対する

図３ 急性期血行再建術後の脳血管撮影 A：右内頚動脈撮

影正面像。右内頚動脈の血流は完全再開通している。B：左

総頚動脈撮影側面像。左内頚動脈起始部にステントが留置さ

れ、再開通が得られている。C：左内頚動脈撮影正面像。左

内頚動脈領域は末梢まで良好に灌流されている。 

 

rt-PA 静注療法施行後に、塞栓性機序による右内頚

動脈閉塞を併発したものと考えられたが、この経過

は、急性期脳主幹動脈閉塞として二つの観点から非

典型的である。一つ目の観点は、異なる灌流域の脳

主幹動脈閉塞を併発しており、さらにはそれらが異

なる機序によって生じている点である。文献上、

我々の渉猟する限り、異なる灌流域の脳主幹動脈閉

塞を併発した症例報告は、塞栓性機序の右中大脳動

脈閉塞と塞栓性機序の左中大脳動脈閉塞を併発し

た一例のみであった 13)。血栓性機序の閉塞と塞栓性

機序の閉塞を異なる灌流域において併発した症例

報告は過去に無く、本報告が初めてである。二つ目

の観点は、rt-PA 静注療法の施行後に全く別の脳主

幹動脈閉塞を生じている点である。rt-PA 静注療法

の施行後に閉塞血管の遠位塞栓や閉塞血管の再閉
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塞による脳梗塞再発の頻度は高いと報告されてい

るが、rt-PA 静注療法後に閉塞血管とは全く別の脳

主幹動脈に閉塞を生じた報告は少ない 15-17)。本症例

は、心不全ならびに未加療の心房細動が背景にあっ

たことと、rt-PA 静注療法に先行した左内頚動脈閉

塞が塞栓性機序の閉塞ではなかったことを鑑みる

と、rt-PA 静注療法を施行した時点で心腔内に血栓

が存在した可能性が高く 17-19)、rt-PA 静注療法後に

同血栓が塞栓子となり右内頚動脈閉塞を生じたも

のと推察される。このように本症例の経過は急性期

脳主幹動脈閉塞として非典型的であり、病態の把握

が容易ではなかった。血栓性機序、塞栓性機序両者

の可能性を念頭において治療手技を進めたことが、

良好な転帰に寄与したと考えられる。 

 

４ 結語 

 血栓性機序の左内頚動脈閉塞と塞栓性機序の右

内頚動脈閉塞を併発した症例を報告した。急性期血

行再建に際しては、異なる機序による閉塞が混在す

る可能性を念頭に治療にあたるべきと考えられた。 
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