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重症クモ膜下出血の治療

一一クモ膜下腔赤血球の重要性とその除去法について一一ー

京都大学医学部脳神経外科学教室（主任．平田肇教授）

苧坂邦彦，岡本新一郎，半田 肇

〔原稿受付；昭和年11月27日〕

Treatment of severe subarachnoid bleeding-

importance of the erythrocytes in the 

subarachnoid space and their removal 

KuNIHIKO OSAKA, SmNICHIRO OKAMOTO and HAJIME RANDA 

Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine Kyoto University 

(Director. Prof. Dr. HAJIME RANDA) 

The brain damage due to aneurysmal rupture is induced not only by acute rise of 

intracrania] pressure, but also by irritative and toxic effect to the brain of the subarachnoid 

blood itself. Especially hemoglobin released by lysis of the erythrocytes is blamed for 

"cerebral vesospasm”and also for the direct adverse effect of the blood to the brain. 

For the treatment of ruptured aneurysm most effort has been concentrated to prevent 

re-rupture of the aneurysm, but it is also important to protect the brain from the adverse 

effect of the extravasated erythrocytes. The fate of the subarachnoid erythrocytes and the 

previous efforts to remove them were re-viewed, and it is concluded that those patiens who 

have much accumulation of erythrocytes in the basal cistern can not be salvaged by the 

conventional method of treatment. Obviosuly, more aggressive trial ro remove the erythrocytes 

is necessary for these patients. 

(1）はじ め に

脳動脈癌破裂によるクモ膜下出血は重篤な脳障害を

きたし，患者を死に到らしめる事も多い．これは頭蓋

内出血による急激な頭蓋内圧上昇ど共に出血した血液

自身の有害作用によると考えられる．

脳動脈癌破裂により脳実質内または硬膜下腔などに

巨大な血腫を作る場合はまれであり，通常漏出血液は

クモ膜下肢のみた広がり，その出血量も比較的少量で

ある．それにもかかわらず重篤な脳障害をきたすのは

“脳血管轡縮”を含めクモ膜下腔血液自身の有害作用

によるところが大きいと思われる．

Key words : Subarachnoid hemorrhage, Cerebral Aneurysm, Erythrocyte, Hemoglobin, Cerebral 
vasospasm. 

Present address : Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine Kyoto University, Sakyo ku, 
Kyoto, 606, Japan. 
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従来動脈癌破裂後クモ膜下出血の治療は主どしてク

モ膜下出血の再発防止に重点がおかれ，すでに生じた

クモ膜下出血そのものによって生じつつある脳障害に

対してはほとんど積極的な治療はなされなかった．脳

神経外科医の努力により動脈癌破裂防止の技術は最近

飛躍的に向上し，その技術の大筋はほぼ定着したと恩

われる．向後の問題としては，クモ膜下腔出血そのも

のに対して如何なる治療を行うかが重要となってく

る．すなわちクモ膜下腔に漏出した血液によってひき

おこされつつある脳障害を如何にして最小限にとどめ

るかを考えるべきである．

(2) クモ膜下臣に漏出した血液の運命

クモ膜下腔に漏出した血液は髄液中に拡散する．血

液中の水分，電解質などはすみやかに髄液中に拡散し

その吸収もあまり問題ないと思われる．問題は大きな

分子量を持つ血衆蛋白，血小板，白血球，赤白球など

であり，とくに重要なのは，そのうちの大部分を占め

る赤血球である．これらの物質がクモ膜下腔から除去

される機序はまだよく知られていないが一応次の3つ

の機序が想定されている16),20川町．

(1）溶血および喰食細胞による排除

(2) クモ膜頼粒中の小孔を通して直接血液中へ吸収

される．

(3) リンパ管を通して血液中へ吸収される．

アイソトープで標識した血祭蛋白または赤血球をク

モ膜腔内に注入すると，これらは 2～30分以内に血

中に吸収されうるとすればその経路は不明と云わさる

を得ない．仮にこれらの通路が存在するとしても多く

の赤血球がクモ膜下腔に長期間残存し， j容血，喰食さ

れるのは周知の事実であるll,4J,1oi,16i_ Adams7lはク

モ膜下腔に注入した赤血球の25%はそのまま血中に移

行するが，残り75°0ばクモ膜下腔内にとどまり，溶

血，噴食されると報告した．クモ膜下腔IC小血塊とし

て沈着した赤血球は出血後12～16時間で溶血が始ま

り，噴食細胞内のへモヲデリン沈着も認められるよう

になるお，10）しかしこの時期では溶血した赤血球は1部

のみであり，大部分の赤血球はそのまま存在してい

るわ，4),10),44）ー 溶血および喰食ば徐々に行われ，その

速度が最高潮に達するのはクモ膜下出血後1週間位と

云われている．しかし出血が多量である場合は出血1

ヶ月後にもこの活動が残害していると云われる4）.溶

血により放出された血色素成分は主として oxyhemo-

globinとして髄液中に存在する6）.髄液中のoxyhemo-

globinは徐々に増加し 7～9日後最高濃度となり，以

後主として bilirubinに分解されて減少する6）山．

methemoglobinは主として慢性硬膜下血腫または脳

内血腫などに発見され，クモ膜下出血時にあまりみら

れないと云われる6),18),37) なお oxyhemoglobinか

らbilirubinへの分解はクモ膜およびmacrophageな

どに含まれる酵素の働きによるものであろうとされて

＂＇る 19),30),32).

(3) クモ膜下出血の脳におよぼす影響

中にあらわれてくる16)＿血中に移行する速度は注入 クモ膜下出血の場合，クモ膜下腔に漏出した血液が

量，注入速度，頭蓋内圧などに大きく影響され一定し 比較的少量でも重篤な神経症状を呈することは周知の

ない例をあげれば8時間以内に常圧で赤血球は 3 事実であり，この脳障害ばクモ膜下腔血腫の mass-

%, RISAは14%，頭蓋内圧上昇時には赤血球12%, effectのみで社説明し得ない．少量のケモ膜下腔血

RISA 27%が血中に移行する．血祭蛋白の直径の大き 液が重篤な脳障害をきたす機序としては①脳主要動脈

さは赤血球の2000分の 1以下である事を考えればその に“脳血管欝縮”を生ぜしめ脳乏血をきたす，②脳組

吸収速度は直径の大きさの違いに比してあまり変らな 織そのものに対する直接の有害作用，の 2つが考えら

いと云える．興味ある事は多くの赤血球が溶血，喰食 れる．

されることなくそのまま血中に移行する事である． 7モ膜下出血後の脳血管寧縮の発生機序はまだ十分

20),39),7）この通路としては（21および（3）が想定される． 解明されていない．しかしクモ膜下腔に血液を注入す

Simmonds39"40l はネコ，ウサギなどでは（2）と（3）が主 ることによって脳血管唆縮が生じることから引，43）川

たる吸収路で（！）による吸収は少量であると考えた．し クモ膜下腔に流出した血液がその原因であることは聞

かしヒトおよびサルでは（3）のリンパ管経由の道はない 違いない 当初血液中の血小板に多量に含まれ，強力

とされ，（2）経由の吸収も Welchら46）によって提唱さ な血管収縮作用を有するセロトニンが脳血管箪縮の原

れたクモ膜頼粒部の小孔の存在は電顕所見では否定さ 因ど考えられた2l,3llーしかしセロトニンが長期間持続

れている38) もしヒトにおいても赤血球がそのまま血 的に脳血管を収縮せしめるとの考えは（1）血小板由来の
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血行収縮物質は不安定で37°C24時間の癖置で消失す

ること23l,28),29l, (2）血管軍縮をきたしている血管周囲

血腫内の血小板にセロトニンはすでに存在しないこと

州，（3）脳血管欝縮が抗セロトーン剤で寛解しないこと

26），などから否定されている．ただ出血直後にセロト

ーンなどによる強力な血管収縮が生じ，そのために脳

血符墜に mynecrosisと云われる変化をきたし，逆に

この mynecrosisが血管軍縮の原因になっているとの

主張がある9),44)

最近溶血赤血球に強力かつ安定した血管収縮物質が

存在することが発見され， 28),29）これが脳血管箪縮の

原因であるとする説が有力になってきた8),23 l,25),28),29)' 

42）.溶血により種々の物質が放出されるが血色素成

分，とくに oxyhemoglobinにその原因が求められて

いる8l,23l,42) すなわちクモ膜下腔に漏出した赤血球

が3～4日後に徐々に溶血されるとともにこれら血色

素成分が放出されて脳血管筆縮をきたすと考えられて

きつつある．

クモ膜下腔血液の脳に対する直接の有害作用がと・の

ような機序でおこるかは判明していない． しかし血液

のどの分画が有害であるかは Jacksonl3Jの詳細な報告

がある.Jackson は各種血液分画を犬の大槽内に注入

してその反応を観察した（図1). それによると血衆
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および血清には殆んど刺激性はなく，これら物質を注

入された犬は元気で何らの神経症状を呈さない．溶血

していない赤血球には弱い刺激性があるのみであるが

（軽度溶血のためかヲ） ' 37℃に府置されて溶血をき

たすとともに非常に強力な刺激性を示し，項部強直，

傾眠傾向などをきたす．この刺激性は赤血球の実質部

分にはなく溶血lとより放出される上清部に認められ

ている．また彼は新鮮な溶血赤血球よりも37℃に勝置

されチョコレート色を呈する上清液の方が刺激性の強

いことから oxyhemoglobin より methemoglobin 

の方が有害であろうと推定している．これらの血色素

成分は分解されて hemportionとbilirubinに分解さ

れる．薄い bilirubin液には刺激性はないが高濃度な

溶液は有害である．これらの有害な血色素成分は血管

周囲腔を通して脳実質内に深く浸入し，クモ膜下腔血

腫周辺の脳を損傷すると考えられる45）司

上述した如く，クモ膜下腔の赤血球は溶血されるこ

とにより直接，または間接（脳血管筆縮）に脳障害を

きたすものと思われる．近年赤血球による間接的脳障

害（脳血管筆縮）が問題にされるにつれて，赤血球の

直接の有害作用が軽視される傾向がある．脳血管筆縮

の存在と臨床症状の重症度が必ずしも一致しない理

由lll,22）の 1つに，この赤血球による直接の脳障害の
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図1 血液各種分画の刺激性．血液を各種分画に分離し成犬の大槽内に注入した．

図は注入後5時間の脳脊髄液変化を示したものである (Jackson13lより号開）．
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存在が考えられようーいずれにしても溶血赤血球が脳

損傷の原因であるな らば，クモ膜下出血後，赤血球が

溶血する以前にそれを除去する必要がある．

(4) 従来試みられたク毛膜下腔血液除去法

クモ膜下出血後クモ膜下腔に洗着した赤血球は可及

的早〈，でき得る限り完全にとり除かなければならな

い しかし従来の動脈癌破裂後クモ膜下出血の治療は

動脈癒再破裂予防のみに重点がおかれ，ク モ膜下腔血

液除去に対する配慮は殆んどなされていない．クモ膜

下血液除去の試みは，脳血管箪縮を予防する目的で動

脈痴クリッピング手術の際その付近lこ存在する血腫を

ついてに除去するか33J,35J, またはドレナージにより

1部髄液排除を行なった程度である33)

クモ膜下腔の赤血球を取り除 く最も簡便な方法は頻

回の腰椎穿刺，または腰椎部よりの持続的髄液 ドレナ

ーヲであろう．しかしこの方法で除去され得る赤血球

は意外に少量である. Sprong41lは外傷後にみられた

クモ膜下出血患者に頻回の腰椎穿刺による髄液排出を

行ったが髄液排出を行わなかった患者と比較して赤血

球の消失速度には何等変化がなかったと報告した．こ

の方法では計算上第1回目の腰椎刺時l乙浮遊していた

赤血球の最大限 1/10から 1/5しか除去できていない．

しかもこの計算には最初の腰椎穿刺時すでに脳表など

に小血宛として付着していた赤血球は計算に入れられ

ていない彼の犬における実験ではクモ膜下腔に血液

注入後数時間で髄液中に浮遊していた赤血球は注入量

の25～30%にすきなかった. Meredith21Jが行った同

種笑験でも髄液中に浮遊する赤血球数は約2時間後で

注入量の31.4 %, 2日後で 4.5%以下であった． 実

際にクモ膜下出血患者K6固にわたってなされた腰椎

穿刺による髄液排除で除去された赤血球は全体の7.4

%以下にすぎなかった．近年“Hl'4血管纏綿”を予防す

る目的で視交叉前部大槽よりドレナージにより持続的

に髄液を除去する方法が試みられている33）. この方法

は腰推穿刺よりは効果的であろうが，やはり除去し得

る赤血球の量は非常に限られたものと思われる．事実

この方法を推奨している施設も クモ膜下肢に存在する

赤血球の {Ci[ ~ 0が ドレナージにより除去されたかの推計

を出していなし人

もし腰権穿刺またはドレナージが不十分ならばクモ

膜下肢を積極的に洗浄する方法が考えられる. Ken-

nady16Jは犬の大円孔部大槽ど腰椎の2ケ所l乙針を置

き，線維溶解醇素を加えた人工脳脊髄液で洗浄を行っ

た．ヘパリ ン血を注入しその直後（30～60分）より洗浄

を行えば，90%～98°0の赤血球が回収されている．へパ

リンを加えない全血を注入した場合の回収率（工55~so

%と悪かったことから彼は heparin,fibrinolysi凡な

どを洗浄液に加えることを推奨している．彼の報告に

よる赤血球の回収率は非常に高いが問題は彼の場合出

血直後 （30分～4時間） から洗浄を始めている事で，

臨床的に洗浄が可能である24～48時間経過した後の回

収率はもっと悪いものと恩われる．出血後長時間経過

した後に fibrynolysinなどを含む人工髄液でクモ膜

下腔を洗浄した場合，どの程度赤血球の回収率が向上

するかは向後の研究課題である．しかし図2,3，の如き

血腫は到底クモ膜下腔の洗浄のみで除去されるとは考

え難〈，関頭術によって除去する以外方法ば無いもの

と思われる．

関頭術による血腫除去は動脈癌クリッピング手術の

際，ある程度おこなわれてきた． しかし問題は橋部前

面脳底槽に貯留した血腫である．現在最も良〈行われ

ている YasargiJ47lまたは Kempe15＇らの前頭側頭関頭

術によるアプローチでは トルコ鞍上部付近の血腫はあ

る程度除去し得ても橋部前面に存在する血腫は除去得

ない．図2,3，の如き血腫が橋前面に存在すれば当然椎

骨，脳底動脈の血管聖書絡が生じると共に中脳，橋部，

延髄等が赤血球中の有害物質によって直接障害される

と考えられる さらに脳底部より脳表に向う髄液の流

れによってこれらの有害物質が脳表へも運ばれ，広汎

な脳障害をきたす可能性も考えられる．事実当部It

血腫が存在すれば予後が非常に悪いことは臨床的 に

も14),17),35），また実験的10）に も報告されている 脳表

に拡散した赤血球を手術的に除去することは不可能で

あるが最低限脳底部，と くに橋部前面の血腫はできる

だけ完全に除去する努力をせねはならぬと思われる．

(5) 重症クモ膜下出血に対する

治療法の提言

脳動脈癌破裂に際しては急激な頭蓋内圧上昇をきた

しこれによって多くの患者が死亡し，生存したものも

重篤な脳障害を示すものが多いーしかしこの初回動脈

癌破裂時の脳障害は比較的軽度で， Hunt,Hess12'. 

の grade2または3であるにもかかわらず，頭蓋底

部クモ膜下腔に広汎，多量の血腫が存在し， 4～5日

後状態が悪化し死亡する患者も多い14),!7),27),34)♂ これ
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はクモ膜下腔に漏出した赤血球の溶血による有害作用

の結果ヒ考えられる．これらの症例は従来動脈癌クワ

ッピング手術がなされぬまま死亡するか，またぽ手術

が行われても術後状態が悪化し死亡してきた例である

と思われる14l,17>,27l,3tl さいわい，最近のCT導入に

よりこれら霊度クモ膜下出血の診断は非常に容易，確

実になった361ーすなわち図3の如く脳底部におけるC

T上の highdensity areaが著明なものは，当部に貯

留した赤血球の有害作用によって患者の予後は非常に

悪いということである141,171,27), このような所見を認

めない軽症クモ膜下出血ではその治療法はほぼ従来通

りの動脈癌破裂の再発防止のみでよいと恩われるが，

問題は従来救命し得なかったこれら霊症クモ膜下出血

患者を如何に治療するかである．

このような患者では可及的早く，できるだけ完全に

クモ膜下腔赤血球を排除する必要がある．前述した如

く，クモ膜下腔に拡散，沈差した赤血球比手術また

はクモ膜下腔洗浄，いずれの方法でも十分に排除する

ことは困難である．しかしクモ膜下腔に存在する赤血

球が脳におよぼす重篤な障害を考えれば，両者を併用

して積極的に赤血球の排除を試みるべきと考える．

(A) 手術による血腫の除去

術前の CTscanでクモ膜下腔血腫，とくに頭蓋底

部の血腫貯留状態に留意し，通常のアプローデ151,471

による動脈癖の処置がなされたのち脳底部附近の血腫

を可能な限り除去すべきである．この際橋部前面大槽

i乙血腫が大量l乙貯留している場合には脅切開を拡げあ

るいほ天幕切開を追加して血腫除去を行う万法も考え

られる．手術を終えるにあたって適当な部位l乙クモ膜

下院洗浄用乃細雪を 1～2本留置する．時には術後腰

椎穿刺によって洗浄用細管を追加することも考えられ

る．

(p,) ク毛膜下腔の洗浄

手術後クモ膜下腔に留置した 2本の細管を用いて伴

ら51の開発した人工脳脊飽液によってクモ膜下院を洗

浄する．クモ膜下出血患者に髄液のドレナー ジを行っ

ている施設はあるが積極的な洗浄はなされていない．

洗浄の目的ば取り残した赤血球を除去するのみならず

人工髄液によって脳周囲の環境改善をはかる主のであ

り，むしろ後者の方が主目的である．すなわち脳の周

囲に有ー在する有害物質を含んだ髄液を有害物質を含ま

ない人工髄液に置換するこどである．このような洗浄

では脳表の洗浄が十分になされない可能性が考えられ

る．しかし長時聞の洗浄を行なえば脳表クモ膜下腔で

も人工髄液の拡散により相当程度の洗浄がなされるも

のと期待される．クモ膜下腔洗浄の効果を高めるため

にKennady161カ提唱した如く fibrinolysin,heparin 

あるいは宮岡23）の推奨する haptoglobinなどの薬剤

を洗浄液K添加することも考慮されるべきであろう．

h3.ptogbbinは oxyhemogbbinと合体して oxyhe-

moi;,lo'Jinの血管収縮性を消失せしめると報告されて

いる24) これら薬剤の投与が実際にどの程度効果があ

るかは向後の重要な研究課題である

園部ら42）は斑硝酸鹿の局所投与により oxyhe・

図2 左内頚動脈癌破裂により死亡した患者の剖見脳．クモ膜下血腫ば主として
橋延髄前部大槽， トルコ鞍上大槽およびシルピウス港内It.貯留している．
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図3 l司患者生前の CTスキャン. high densityによって示される血腫は脳幹周聞を

とりまいており， トルコ鞍上大槽，シノレヴィウス溝にも存在する．この例は 1時

Hunt. Hessの grade2まで回復したが除々に神経症状が悪化し死亡した．

moglobin を methemoglobin に変化せしめると，

oxyhemoglobinの血管収縮性は消失，脳血管鐙縮は

寛解すると報告した．しかしクモ膜下院洗浄液に亜硝

酸揮を添加する事は好ましくないと我々は考えてい

る．その理由は oxyhemoglobinが methemoglobin

になったとしても， methemog!obinにも血管収縮性

が存在する£の報告があり，さらに methemoglobin

〆には強力な，脳に対する直接の毒性がある13）ヒ考えら

れるからである．事実彼等は患者に蛮硝酸坂を投与し

ているが期待された効果はあげていない34).

(6）まとめ

クモ膜下出血による脳障害は出血による頭蓋内圧上

昇のみならず，ケモ膜下腔血液自身の有害作用に負う

所が大きい血液中とくに血色素成分が溶血によりク

モ膜下貯に放出されると“脳血管皇妥結”のみならず脳

に対する直接の有害作用によって重篤な脳障害をきた

すと考えられる．従来の動脈癌によるクモ膜下出血の

治療ではクモ膜下出血再防止に主力がおかれてきた

が，向後は溶血赤血球の有害作用からいかにしてj泌を

保護するかが重姿な課題であると考えられる．クモ膜

下燈l乙漏出した赤血球の運命，および過去におこなわ

れたクモ膜下腔赤血球除去法を検討した結果，重症ク

モ膜下出血を有する患者は従来の方法では救命し得な

いと考えられた．これら重症クモ膜下出血患者に対す

る積極的なクモ膜下腔赤血球除去法を提言し，その必

要性を論じた．
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