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はじめに

脳血管攣縮の頻度および病態

脳血管攣縮（cerebral vasospasm）とは，くも膜下

脳動脈瘤破裂による SAH の年間発生率はおよそ人

出血（subarachnoid hemorrhage:SAH）あるいは細

口10万人あたり10〜20人であり ，その約50%に脳血

菌性髄膜炎などの病態に伴って生ずる脳動脈の一過性

管攣縮が生じ，約15%に脳血管攣縮による脳梗塞が発

の狭小化であり，その支配領域に脳虚血症状，脳梗塞

生すると言われている

症状が出現する。基礎疾患としては他に，頭部外傷，

提示した。

。図１に血管攣縮の実例を

下垂体卒中なども挙げられるが，頻度的にも臨床上問

脳血管攣縮の特徴は，SAH 発症後，数日間の潜伏

題となるのは，脳動脈瘤破裂後の SAH においてであ

期をおきおよそ６日から16日前後に，７日後あたりを

る。

ピークに出現することである。そして，１〜２週間持

脳血管攣縮は1951年，Ecker と Riemenschneider

続した後に血管攣縮は回復し，1カ月後にはほとんど

により脳動脈瘤破裂の患者に行った脳血管撮影ではじ

消失する。この間の脳血管攣縮の影響により脳梗塞が

めてその存在が明らかにされた。その後，本病態の発

永続的な後遺症として残る場合，あるいは致死的とな

生機序の解明，その予防および治療法が長年に渡り研

る場合がある。脳血管攣縮は，単なる血管の収縮と異

究されてきているが，多くの実験的臨床的研究にもか

なり，出血後血管の狭窄までに数日間の遅延があり，

かわらず，未だ解決がみられていない。

さらにそれが１〜２週間持続する点が特徴的である。

本稿では，著者自身の研究結果を踏まえ，脳動脈瘤
破裂に伴う SAH 後脳血管攣縮の発生機序，病態に関
して概説する。

脳血管攣縮の本態は
脳血管攣縮が，血管の持続収縮か，あるいは器質的
変化によるものであろうか。Smith ら は，血管撮影
上狭窄している部分を病理的に検索し，著明な内膜肥
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厚を観察し，血管攣縮は単なる血管の収縮ではなく，
内膜の肥厚性変化に伴った相対的な血管内腔の狭小化
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図１ 左内頚動脈撮影前後像
左：術前、右：術後１週間
前交通動脈瘤（矢印）を認めており（左)、術後クリッピングにより動脈瘤が消失して
いる。前大脳動脈全域にわたり血管の狭小化（矢頭）が認められる。
得られること（図２)

，また臨床上，塩酸パパベリ

ンの選択的動注により血管攣縮の寛解が得られるこ
と

などより，その本態は，主として血管平滑筋の

持続収縮であると考えられる。
発生機序
脳血管攣縮の発生機序に関しては多くの因子が考え
られるが，その原因を，血管内膜肥厚による血管内腔
の狭小化，血管平滑筋の異常収縮，血管拡張作用の障
害に分けて考えることができる。
内膜肥厚に関して
図２ 家兎摘出脳底動脈の顕微鏡写真
左列が正常家兎摘出血管，中 央 列 が 摘 出 血 管 に
BaCl (3×10 M)を作用させたもの。右列がくも膜下
出血兎の摘出脳底動脈。Cocktail(10 M papaverine，
2×10 M sodium nitroprusside，10 M adenosine を
含む Krebs 液）の投与前（上段）および投与後（下
段)。くも膜下出血後摘出血管も血管拡張薬で拡張が
みられている。Toruidin blue 染色。(文献７より)

先にも述べたが，くも膜下出血後，血管内膜の肥厚
が起こることが示されている。また，Sasaki ら は，
犬においてくも膜下出血の際の急激な頭蓋内圧の上昇
が血管内皮間接合を解離させ，血漿成分が血管壁内に
透過沈着し，平滑筋細胞の増殖，内膜の肥厚，筋層の
肥厚を来し，血管内腔の狭窄を生ずることを示した。
血管平滑筋の収縮に関して

と推察した。また，Mizukami ら は，ヒトの剖検脳

血管平滑筋収縮機構に関しては細胞内カルシウムイ

で血管内膜下の線維化を伴う内膜肥厚および血管攣縮

オンが関与しているが，特に近年，細胞内シグナル伝

の寛解した血管平滑筋で中膜筋層の萎縮を認め，血管

達 経 路 に つ い て の 解 明 が 進 ん で お り ，Ca /cal-

攣縮が，内膜肥厚による相対的な内腔の狭小化と考え

modulin/myosin light chain kinase (MLCK) 系，

た。

protein kinase C (PKC) 系，mitogen‑activated pro-

動物実験では，くも膜下出血後の摘出脳血管がパパ
ベリン，アデノシンその他の血管拡張薬により拡張が

tein kinase (MAPK) 系などが主なものとして知られ
ている（図３)。
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表１ 内因性脳血管収縮物質
amines:
adrenaline
noradrenaline
serotonin
proteinaceous:
angiotensin
oxyhemoglobin
fibrin degradation products
histamine
thrombin
endothelin

図３ 脳動脈平滑筋収縮の細胞内メカニズム
R :receptor, G :G‑protein, PLC :phospholipase C,
CaM :calmodulin,MLCK :miosin light chain kinase,
DAG : diacylglycerol, PKC : protein kinase C,
MAPK :mitogen‑activated protein kinase.

MLCK 系による収縮は，古くから知られるもので，

lipids:
prostaglandins (F2α, F1α, A1, A2, B1, B2, D2,
E1, E2)
thromboxane A2
hydroperoxides
K＋
: 内皮存在下では拡張を起こす

た 。特に，nimodipine, nisoldipine, nitrendipine,

細胞膜にあるカルシウムチャネルを介して流入した

nifedipine などの dihydropyridine 系のカルシウム拮

Ca の 細 胞 内 濃 度 の 急 激 な 上 昇 に よ り 賦 活 さ れ

抗薬は，脳血管の拡張作用が強く，心機能には影響が

myosin light chain kinase が活性化され，actine‑

より少ないため

myosin の筋収縮が起こる。これが，血管平滑筋収縮

しかし，カルシウム拮抗薬の使用によっても，脳血管

の基本的な機序であると考えられる。

攣縮の十分な寛解は得られるに至っていない。

SAH により血液から多くの血管収縮物質がくも膜

，多く臨床に用いられている。

細胞内 protein kinase C (PKC) 系の関与

下腔に放出される。脳血管に対する収縮作用を有する

脳血管攣縮に際して，血管収縮は持続しているにも

物質を表１にあげたが，これら多くの血管収縮物質が

かかわらず細胞内の Ca 濃度がすでに減少していた

動物の血管攣縮モデルで MLCK 系を介して収縮する

り，収縮の程度と MLCK のリン酸化の程度が必ずし

ことは，多くのデータから支持されている。この中で，

も一致しない

赤 血 球 の 溶 解 に よ り 産 生，遊 離 さ れ る oxyhemog-

には細胞内 Ca 濃度の上昇が必ずしも必要ではない

lobin の関与が特に注目されている。Oxyhemoglobin

と考えられるようになった。

の作用としては，血管収縮作用

ことより，血管平滑筋収縮の維持

の他に，活性酸

まず，Rasmussen ら により脳血管の持続的な収

素の産生と白血球遊走を促進し，動脈壁内外における

縮において Ca と連動しない収縮機構として PKC

フリーラジカル反応，炎症反応を惹起する。フリーラ

が，脳血管攣縮に重要な役割を担っているという考え

ジカル反応による脂質過酸化により動脈壁 DAG 含量

が提唱された。また，脳血管攣縮がカルシウムチャネ

が増加し，従って PKC（後述）が持続的に活性化さ

ル拮抗薬に対して十分な効果が得られていないという

れる

。また，血管内膜に作用して内膜依存性の弛

事実は，脳血管攣縮が細胞膜の受容体やイオンチャネ

緩反応を抑制することによりさらに血管収縮を増強し

ルのみの異常ではなく，細胞内のシグナル伝達の異常

ている。

も関与していることを示唆するものである。

血管攣縮の起因物質が確定できない状況であっても，

その後，脳血管攣縮と PKC との関連に関して多く

カ ル シ ウ ム イ オ ン の 細 胞 内 流 入 を 阻 止 す れ ば，

の研究が行われている。Nishizawa ら

MLCK 系が賦活されることなく，従って血管攣縮の

摘出脳血管において，一酸化窒素 (Nitric Oxide:NO)

発生を予防したり，あるいは寛解が得られると考えら

は PKC の activityを抑制することにより血管の弛緩

れ，カルシウム拮抗薬に関して多くの研究が行われ

を惹起し，くも膜下出血に際してはこの NO による
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PKC activityの抑制が障害されることにより PKC

血管内皮から血管弛緩作用を持つ物質が放出されて

依存 性 の 血 管 収 縮 が 起 こ る こ と を 示 し た。Asano

い る こ と は，1980年 Furchgott と Zawadzki の

ら

acetylcholine を用いた研究により明らかとなり，内

は，oxyhemoglobin のフリーラジカル反応に

より脂質過酸化が生じ，それにより動脈壁内 diacylg-

皮依存性弛緩因子（endothelium‑derived relaxing

lycerol (DAG) 含量が増加することを示し，従って

factor, EDRF）と呼ばれ，その後，血管内皮に関す

oxyhemoglobin が PKC を持続的に活性化すること

る多くの研究がなされた。その後この弛緩 因 子 は

に関与するとした。

acetylcholine で誘発される以外に，bradykinin など

血管拡張作用の障害
一方，血管は収縮と拡張とのバランスで緊張が保た
れていることから，血管拡張の障害も血管攣縮の重要
な因子となりうるだろうと考えられる。
血管内皮の血管壁緊張に対する役割

他の血管作動性物質により誘発されることが示され
た

。

犬および家兎の摘出脳底動脈の内皮を除去した血管
標 本 で，KCl あ る い は serotonin (5 ‑Hydroxytryptamine:5‑HT),prostaglandin F2αなどの血管収

図４ 上段は、正常家兎の摘出脳底動脈において Oxyhemoglobin (Hb) 前投与
での 5‑HT による収縮を内皮の有無で比 したもの。内皮の有無は acetylcholine に対する拡張反応の消失で確認 し て い る。下 段 は、5‑HT の KCl
40mM に対する収縮比で内皮の有無でそれぞれプロットしたもの。(文献34よ
り）
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図５ くも膜下出血後の家兎の摘出脳底動脈において図４と同様の操作を行
ったもの。(文献34より）
縮物質による収縮が増強することから ，これらの血
管も内皮依存性に弛緩することが示された。さらに

実験モデルについて
In vitro の摘出血管での実験の際，従来の方法は血

EDRF は，自発的にも放出されていることが示され ，

管を strip にしたり，ring 状 にして等尺性の変化

このことは家兎の脳底動脈でも証明された（図 4) 。

を測定するものであったが，この方法は決して生理的

さらに，SAH を惹起した家兎脳底 動 脈 で は，oxy-

なものではなく，薬物は血管内膜側，外膜側いずれに

hemoglobin により収縮が増強することより本因子の

も同時に作用する。くも膜下出血では，血管外に出た

放出が抑制されていることが示された（図５)。また，

血液および血管作動物質が血管外より作用しており，

頭蓋外血管と比 すると頭蓋内血管で内皮依存の血管

in vitro の実験系においても血管外膜側からの作用の

拡張が強く現れることが家兎の血管で示された 。現

有無，内膜側外膜側の反応性の差などを明確にする必

在はこの内皮依存性の血管弛緩因子は NO であること

要がある。この点を考え，著者は，新たな実験システ

が証明されている

ムを考案作成した（図６)
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図６ 摘出脳血管の内膜側外膜側分離環流システム

図７ Oxyhemoglobin (Hb) 前処置後、5‑HT によっ
て惹起した収縮を acetylcholine (ACh) により拡張さ
せたもの。ACh を血管外膜側（EL)，内膜側（IL）
より分離して投与した際の波形。(文献41より）

図８ 図７で得られた結果をグラフ化したもの。
血管外膜側（■）および血管内膜側（▲）より Oxyhemoglobin10 M を前処理したもの。○：コントロ
ール 上段は acetylcholine により血管拡張を惹起し
たもの、下段は adenosine triphosphate により血管拡
張を惹起したもの。(文献41より）
信州医誌
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さらに本実験システムを用いて行った実験で，oxyhemoglobin は血管外からも有意に血管の弛緩反応を
抑制することが示され（図７,８)，また oxyhemoglobin が血管外より血管平滑筋層内に到達しているこ
とも免疫組織学的検索ではじめて明らかにされた（図
９) 。
血管内皮依存性収縮物質，endothelin
血管内皮から血管拡張を惹起する物質 NO が放出さ
れていることが明らかにされたが，血管収縮を起こす
物質も内皮より放出されていることも知られており，
これが endothelin というペプチドであることが証明
され ，脳血管攣縮との関連が多く研究された。Endothelin がくも膜下出血後，血清中の濃度が上昇し ，
犬において endothelin のくも膜下腔への投与により
血管の収縮を来す こ と も 示 さ れ た 。さ ら に，endothelin は10 程度の低濃度でも血管収縮を惹起し，
収縮の持続も長い 。また，endothelin 受容体の拮抗
薬である TA‑0201で血管攣縮が抑制されることよ
り ，endothelin は脳血管攣縮の原因として関与して
いる可能性もあると考えられている。
図９ 家兎脳底動脈を環流システムで環流し、血管内
膜（IL）(上 段）お よ び 外 膜 側（EL)（下 段）か ら
oxyhemoglobin を投与した後、免疫組織学的染色を
行ったもの。Hemoglobin の存在（矢印）が高輝度に
示されている。(文献41より）

おわりに
くも膜下出血後脳血管攣縮の発生の機序について，
著者の研究結果を踏まえ，血管収縮の増強，拡張の障
害という点を中心に発生機序につき概説した。多くの

いることにより，KCl, serotonin などによる血管収縮

因子がその発生に関与しており，機序解明には，今後

は血管内外いずれからも惹起されることが確認された。

の更なる研究が必要である。
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