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はじめに 

 くも膜下出血の原因である破裂脳動脈瘤に対する
治療（クリッピング術あるいは血管内治療)が無事に
終わっても、全く安心はできない。 
 

急性期の破裂脳動脈瘤に対する治療は全体の治療
の出発点であり、その後に大きな問題が待ち構えて
いる。 

SAH後におこる脳血管攣縮 



脳血管攣縮とは・・・ 
 
くも膜下出血後3～4日経って（遅発性）、徐々に

主要血管を含むあらゆる脳動脈が収縮を始め、く
も膜下出血後2週間にもわたって、その収縮が持
続する。 
 

その期間、収縮を起こした脳動脈の灌流領域に
強い虚血が起こり、最終的にはその領域に多か
れ少なかれ脳梗塞が起こってしまう。 
 



結果的に、初期治療に成功しても、最終的に
は脳血管攣縮による脳梗塞によって患者の
生命予後、機能予後が悪化してしまう。 

いかにして来るべき脳血管攣縮に対処するかが、
患者の生命予後・機能予後を改善する！ 



脳血管収縮ってなんですか？ 

主要血管が詰まる！ 
 

血液が行かない！ 
 

脳細胞虚血になる！ 
＝脳梗塞？？？ 



British Journal of Anaesthesia 109 (3): 315–29 (2012) 

DCIにおける血管収縮の役割やDCIに隠された生理作用に

関する新たな理論および現在の新しい治療方針へのエビデ
ンスをまとめたレビュー。 

そんな疑問に答えようと出された論文 



Delayed cerebral ischaemia (DCI) 

最初の出血後3〜14日後に30%の患者に予期せ

ず起こる、限局性の神経障害や認知障害または
その両者が起こる臨床的な症候群のこと 

J Clin Neurosci 1994; 1: 19–26 

歴史的に、広く考えれてきたSAH後

の遅発性の神経学的悪化のメカニ
ズムは、組織虚血につながる脳血
管の狭小化であった。これは、くも
膜下腔内に噴出した血液の存在に
よって媒介された過程と考えられて
いる。 

いわゆる 

「vasospasm」 
 



DCI is likely to have a multifactorial aetiology 
beyond pure cerebral arterial constriction. 

DCIは、純粋な脳血管収縮の域を越えた多元的な
原因を有するであろう。 



DCIの定義付け 

Clinical deterioration caused by DCI 
 
限局性神経障害 (hemiparesis, aphasia, apraxia, or neglect), 
あるいは、  
Glasgow coma scale の少なくとも2ポイント減 
(either on the total score or on one of the components) 
 
(1) 少なくとも1時間継続 
(2) 動脈瘤閉鎖後すぐに明らかになることでない 
(3) CT、MRIや採血結果の評価によって、他の要因ではないこと 



 Vasoconstriction and DCI 

 1949年くも膜下出血後の致死的ケース27例の剖検にて、 
     動脈瘤部位より離れて脳梗塞発症していることが報告された。 

 SAHに関係した脳血管攣縮の画像的な証拠は、連続的な
頸動脈造影を用いて1951年に初めて報告された。 

脳血管の最初の出血後、脳血管のvasospasmは、影響を

受けた血管の脳の支配領域のにおいて、循環障害を起こ
すであろうという仮説がなされた。 



 1978年における、くも膜下出血患者47人におけるCT上の
血液分布パターンに基づいてSAHの分類では、大きなく

も膜下の血腫と深刻な血管造影上の血管収縮の間に相
関関係があることが示されている。 

    （小さい血腫では、収縮みられない） 

 くも膜下出血患者300人の血

管造影検査により血管収縮
は、3日目に始まり、（最大
6−8日）、12日までには消失
していた。 

J Neurosurg 1978;48:173-8. 



 しかしながらクモ膜下出血は、脳血管収縮に関連しかつSAH

後の脳梗塞は、強く臨床アウトカムに影響を与えるけれども、
DCI後の脳血管収縮が、どれだけ寄与するかは、はっきりしてい
ないままでになっている。 

動脈瘤より噴出した血液が、脳血管の血管収縮や組織梗
塞や臨床的な悪化の連鎖反応を導くと広く考えれてきた。 



Vasoconstriction and DCI 

1. くも膜下出血後、2週間で、血管造影による血管収縮が認められる
頻度は、70%であるが、臨床的にDCIと指摘されるのは、30%程度に
過ぎない。 

2. くも膜下出血後、血管造影によって変化を示さない血管分布部位で、
脳梗塞を起こす。そして脳梗塞は、造影上の血管収縮とは独立して、
悲惨な結末に向かってしまうようである。 

3. 血管収縮とDCIとの血管造影上、関連性に乏しい。 
4. カルシウムチャンネルアンタゴニストであるニモジピンは、DCIの唯一

の改善薬であるが、いまだに脳血管の拡張を血管造影で指摘でき
ていない。 

5. 血管造影の血管攣縮を治療することが、臨床的、機能的改善を伴う
とはかぎらない。 

DCIに関して、脳血管攣縮との関連が疑問視される理由 



Novel theories regarding DCI 
pathogenesis 

 Early brain injury 
       Initial physiological changes 

   Cerebral oedema 
   Cerebral autoregulation 
   Inflammation and oxidative stress 

 Cortical spreading depression and DCI 
 Microthrombosis 
 Collateral cerebral circulation 

 



Fig 1 Mechanisms of early brain injury after SAH.  

Novel theories regarding DCI pathogenesis 

 Early brain injury   

  

DCI発症の前の段階であるが、このあと起こりうる虚血性合併症
に直接影響を与える可能性があるかもしれない。 

最初の出血から72時間 



Novel theories regarding DCI pathogenesis 

① Initial physiological changes 
② Cerebral oedema 
③ Cerebral autoregulation 
④ Inflammation and oxidative stress 

 Early brain injury   

  



①Initial physiological changes 
 

動脈瘤破裂してすぐ、ICP上昇し、それは、最初の出血の重症
度を反映している。臨床的には、thunderclap headacheと呼
び、CBFやCPPの突然の減少による意識消失を伴う。 
 
この急峻なICP上昇は、初回の動脈瘤出血を止め、そして続い

て起こる再出血を防ぐメカニズムと考えられている。（脳タンポ
ナーデ） 
 

推定される原因メカニズムは、出血に伴って増加した頭蓋内
容量、血管神経麻痺や血栓閉塞による脳脊髄液排液不良が
挙げられる。 



ICP上昇には、性質の異なる2つのパターンがある。 

動脈瘤破裂時のICPのピーク値は、くも膜下腔の血液量と血
腫の割合による。 
この時点の急性期の脳血管攣縮は、CPPやICPの変化に関
係なく、動脈瘤破裂にからの脳虚血による。 

①ほとんどの患者では、ICPはだいたい拡張期血圧まで上昇し、その

後ベースラインより少し上まで下がる。これは、通常小容量の血腫と脳
浮腫の存在に付随して起こる。 
 
②もう一つのICP上昇パターンは、一般的ではなく、拡大する血腫によ
るあるいは、急性水頭症の進展によるICPの持続した上昇によって特
徴づけられる。 



②Cerebral oedema 

入院時CTにおいて、6−8%の患者そして、発症して6日目以上
するとさらに12%に上昇する。 
 
SAH後、血管内皮細胞のアポトーシスや血管周囲星状細胞死
によって、血液脳関門へ大きなダメージが加わる。 



③Cerebral autoregulation 

最初の動脈瘤破裂の結果として、脳の自動調節能の急性障
害が見られる。 

脳の自動調節能は、生まれつき備わっている能力で、血管
がCBFを複合的な筋肉、神経、代謝機構により複雑に働き、
一定に保つもの。 

In humans, CBF autoregulation 
typically operates between mean arterial pressures of 
 60 and 150 mm Hg 

もし自動調節能が障害されるとCBFは、CPP、血液粘度や全
身血圧の変化によるようになり、ICPが増悪し、脳浮腫の進
行や脳組織虚血が進行しうる。 



④Inflammation and oxidative stress 
 

動脈瘤破裂後の炎症経路の早期活性化を示唆し、噴出し
た血液は、pro-inflammatory facterや血管活動性因子の放
出を含む反応カスケードの原因となることは判明している。 
  
   tumour necrosis factor-α 
   interleukin-6 
   interleukin-1  
 
などのreceptor antagonist のpro-inflammatory cytokines早
期の増加は、血液中や脳脊髄液に検出され、DCIやアウト
カムの悪化に関与しているという報告もある。 



Cortical spreading depression and DCI 

障害を受けた脳では、CSDは、同時に起こり、そして正
常機能の回復は遷延し、組織虚血につながる。 

CSDs can occur as isolated events or as clusters and there appear to be three 
distinct vascular responses to CSD in SAH: 
   physiological (spreading hyperperfusion), 
   absent (no change from baseline), and 
   inverse haemodynamic (spreading ischaemia) 

くも膜下出血直後から脳表面に脱分極性の大きな波
が走り、神経機能が強く抑制されることが明らかになっ
てきており、それは、DCIの病態生理に大いに関与する
ことがわかってきた。 



Fig 2 Normal and pathological response to cortical spreading depression (CSD) in 
patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH). 



 Microthrombosis 

Fig 3 Potential mechanisms of microthrombosis formation after SAH. TF, tissue factor. 
Adapted, with permission, from Stein and colleagues. 

動脈瘤破裂後の血管内皮細胞障害および
それに続く脳虚血の結果として最も考えら
れる原因。 



micro-embolic signalsは、
SAH患者で、70%で存在す
る。 
ただし、DCIが進行している
患者にmicro-embolic 
signalsが有意に増加すると
はいえない。 
 

TCD(transcranial Doppler ultrasonography)を用いた
PROSPECTIVE STUDY 
 
MES=micro-embolic signals 
 

Neurosurgery 50:1026–1031, 2002 

Detection of Microemboli by Transcranial 
Doppler Ultrasonography in Aneurysmal 
Subarachnoid Hemorrhage 



Delayed  Cerebral  Ischaemia:   
The  Pathological  Substrate 

Acta Neurochir 1994,131:137-145  

77%の患者に皮質に虚血

性部位を認めるも、血管造
影における血管収縮ある
いは動脈瘤の部位との関
係性は、なかった。 



 Collateral cerebral circulation 

急性脳虚血における側副血流（Collateral flow）の影響
は、はっきりしていない。 
 

脳梗塞患者における早期の臨床的改善は、側副血行
の血液供給の存在と関連付けられる。 

 
一般的には、SAH患者の実臨床において、治療前の側
副血管の状態にはほとんど注意は払われていない。 

 

側副血行の血流が、悪い患者が、認識できていれば、
血圧を高めに管理するなどの脳還流を改善するため
の方策を早期にできるかもしれない。 



病態生理のまとめ 

 様々な研究によって得られた知見は、脳血管攣

縮発生解明に重要な知見であることは事実である

が、単独で、その機序を説明できるものではなく、

相互に関連しながら、脳血管攣縮を引き起こし、

DCI「遅発性脳血管攣縮」を惹起すると推測される。 



How have clinical therapeutic 
interventions 

aided the understanding of DCI? 

 Clazosentan 
 Nimodipine 
 triple-H therapy 
 Magnesium 
 Statins 
 Anti-coagulant/anti-fibrinolytic therapy 



 Clazosentan 

Stroke. 2008;39:3015-3021 

 エンドセリンは強力な攣縮因子の一つであり、その受容
体（ETA receptor）阻害薬は脳血管攣縮に効果があると考え

られてきた。しかし、その強力な血管拡張作用のため、心血
管障害や呼吸器障害を合併する可能性も指摘されていた。 
 
2008年にETA receptor 阻害薬のclazosentan に対する多施

設共同研究が海外で行われ、脳血管攣縮に対する有効性
が報告された。 



Clazosentan to overcome neurological ischemia and infarction 
Occurring after subarachnoid hemorrhage ( CONSCIOUS-1)                                                                                              

Design: randomized double-blind controlled study 
Setting: multicenter 
Methods: SAH発症後56時間以内にクラゾセンタンを開始し、14日間続ける群 
      (1,5,15mg/h:持続投与)とプラセボ群で比較検討した。(n=413) 
Primary endpoint: 脳血管れん縮の発症( Angiographic vasospasm ) 

治療:クリップ or コイル 
有意差なし 

 Stroke 2008;39:3015-21 



クラゾセンタン群で有意に減少した。(p<0.02) 
15mgの高用量群ではプラセボ群66%に対して 
23%(RR 65%;95%CI,47% to 78%;p<0.0001) 
であった。 

Secondary endpoint(6週以内にCT上で新
しく発症した脳梗塞、14日以内に発症した
遅発性の脳梗塞、同じく14日以内にTCD
で認められた脳梗塞により死亡した患者)

では有意差は認められなかった。また
GOSEでも有意差は認められなかった。 

クラゾセンタンは容量依存的に脳血管攣縮を 
減少させるが、予後には影響を与えなかった。 

 Stroke 2008;39:3015-21 



しかし、clazosentanは低血圧や肺水腫といった合併症の出現率
がプラセボ群より高く、厳重な体液管理の必要性も判明している。 

 Stroke 2008;39:3015-21 



Clazosentan, an endothelin receptor antagonist, in patients 
With aneurysmal subarachnoid haemorrhage undergoing 
Surgical clipping ( CONSCIOUS-2)                                                                                 

Design: randomized duble-blind controlled phase 3 trial 
Setting: multicenter 
Methods: SAHに対してクリッピングを施行した患者を 
       クラゾセンタン(5mg/h.n=768) 
                   プラセボ(n=389) (2:1割付け) 
      に分けて比較検討した。(total:1147) 
 
Primary endpoint: SAHになって6週以内でのすべての要因に対する死亡率 
     (死亡、脳梗塞に関連したvasospasm、vasospasmのためのDIND、 
      rescue therapy 必要とするようなAngioにおける所見に神経学的徴候があるもの)  

※2群間での患者背景に 
     有意差はなし。 
      
2/3が女性でWFNSが 
     Ⅰ,Ⅱの患者が多かった。 

 Lancet Neurol 2011;10:618-25 



6週後のprimary endpointに有意差なし(p=0.10) 
それぞれの要因でみても有意差なし。 

12週後のGOSEでは有意差なし(p=0.10) 
新たな脳梗塞の発症、脳梗塞の悪化(広がり) 
に関しても有意差なし。(p=0.315) 

クラゾセンタンの投与は死亡率やvasospasmに関する病態を
改善しなかった。 

 Lancet Neurol 2011;10:618-25 



合併症として肺水腫、低血圧、貧血
がクラゾセンタン群で多く見られた。 
 

clot sizeがdiffuse thickなもの、WFNSが 
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴのクラゾセンタン群で死亡率を 
有意に減少させた。 
 

 Lancet Neurol 2011;10:618-25 



 Nimodipine 

 脳血管攣縮に対する予防効果が認められている 
Ca 拮抗薬にはnimodipine がある。 



Effect of oral nimodipine on cerebral infarction and outcome 
After subarachnoid haemorrhage: British aneurysm nimodipine trial                         

Design: randomized controlled trial 
Setting: multicenter 
Intervention: SAH発症96時間以内に 
          nimodipine群:60mgを4時間毎の経口投与 
          21日間施行。 
Patients: プラセボ群:276名  
       nimodipine群:278名  
                 (合計554名) 
End point: 脳梗塞、虚血性イベントの発生と退院3ヶ月後の       
       予後 

Br Med J 1989;298:636-42 



脳梗塞の発症を減少。 
アウトカム改善。 

90日死亡率はニモジピン群 
で少ない。 
   RR 29%(96%CI:-1-50) 

→経口のニモジピン投与は脳の虚血性イベントを減らし 
 予後を改善する。 

Br Med J 1989;298:636-42 



Cochrane Library 

Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid 
haemorrhage (Review)      The Cochrane Library   2008, Issue 4 

16 研究 3361人の患者  
 
For oral nimodipine alone the RR was 0.67 (95% CI 0.55 to 0.81), for other 
calcium antagonists or intravenous administration of nimodipine the results 
were not statistically significant. Calcium antagonists reduced the occurrence 
of secondary ischaemia and showed a favourable trend for case fatality. 
 

経口ニモジピン単独投与は有意差あり。 その他のカルシウム

拮抗薬あるいはニモジピンの経静脈投与は、有意差のある結
果ではなかった。  



ニモジピンの有効性の裏にある正確なメカニズムは、はっきり
しないままであり、主要血管に対する血管像造影上の血管収
縮に対するなんらかの作用とは、独立しているようである。 

脳梗塞や外傷性脳障害では、有効性は証明されておらず、
クモ膜下出血に特有のメカニズムがある。 
Stroke 2001;32:570-6. Cochrane Database Syst Rev 2003: 

Stroke 1998;29:196-201. 

ニモジピンの組織虚血後のカルシウム流入阻害作用による
neuroprotective effect（神経保護効果の存在） 

ニモジピンは、繊維素溶解活性が有意に増加し、微小血栓
の出現を減らしている可能性がある。 

 J Cereb Blood Flow Metab 2006;27:1293-308 

Neurosurgery 2002;51:1457-65 

ニモジピンは皮質拡散虚血(Cortical spreading depression)に
拮抗することが示されており、DCIの病態生理において、皮質
拡散抑制に対して重要な役目を果たしているかもしれない。 



 triple-H therapy 

これまで何年も、脳血管攣縮に対するtriple H療法の有用性
が言われてきたが、tripleHあるいはそれぞれのものに対する

臨床的にアウトカムの改善効果を示した正当なエビデンスは
ない。                                                                                 

を組み合わせた治療法（triple H療法） 

循環血液量増加（hypervolemia） 
血液希釈（hemodilution） 
人為的高血圧（hypertension） 



Effect of different components of triple-H therapy on cerebral 
Perfusion in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage.                                                                                           

Design: systematic review  
Method:2009年10月までのCBF測定で治療評価  
       を行なっている文献の解析 
Result: 11研究（2−51人患者/1研究） 
 

 Critical care 2010;14:R23 

triple H療法またはそのコンポーネントが、DCIを有する 
SAH患者の脳灌流を増加させるのに有効か否か。 



 24hr以内の予防的hypervolemiaでは 
  優位なCBFの増加は認めず。 

 
 Hypertensionに関しては、CBFの増加あり。 
  triple Hに関しては2つの文献ともCBFの 
  増加あり。 
     
 24hr以内の治療群において 
  isovolemia、hypervolemiaを行っても 
  CBFの有意な増加は認めず。 

 
 Hypetensionに関してはCBFの増加を 
  認めたが、有意差があったのは1つのみ。 
    
 5-7日、12-14日での解析ではhypervolemia 
  において1つのみ有意差あり。 

 

Conclusion: SAHにおけるCBFに関して、良いエビデンスは見いだ
せず。hypertensionはCBFを増やすのに有効かもしれない。 



 Magnesium 

SAH患者の50％以上で低マグネシウム血症が認められ， 
DCI発症や予後の予測因子となりうるとされている。 

Neurosurgery 2003 ;52: 276-81 

N-メチル-D-アスパラギン酸（N-
methyl-D-asparticacid：NMDA）

受容体やカルシウムに対する
拮抗作用、エンドセリンの産生
抑制 

血管拡張と炎症反応、
血小板凝集を抑制。 

興奮性アミノ酸の放出を抑制し、ま
た細胞内アデノシン三リン酸
（adenosine triphosphate：ATP）の貯
蓄を増加させる 

→DCIの予防や改善を目的としたMg補充療法が
検討されている。 
 

DCI時に脳神経保護効果 

 Magnes Res 2004；17：301-13． 



Intravenous magnesium sulphate for aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage (IMASH) 
                                                                                                              Stroke 2010;41:921-26 

Design: randomized double-blind controlled Phase Ⅲ trial 
Setting: multicenter 
Methods: SAHを発症して48時間以内の患者に対して 
                  マグネシウムを10〜14日間投与した群と 
                  プラセボ群で比較検討した。(n=327) 
Primary outcome: 6ヶ月後のGOSE  
                                 ( Extended Glasgow Outcome Scale) 

primary outcomeでは有意差なし。 
(GOSE5〜8の予後がいい群は64% vs 63% OR 1.0;95% CI 0.7-1.6) 
TCDにおけるMCAの血流も2群間で変わらなかった。(p=0.487) 
 
→SAHの患者に対するマグネシウムの投与の有用性は示せず。 



Post Hoc Analysis of Intravenous Magnesium Sulphate for 
Aneurysmal SubarachnoidHemorrhage Trial 

Stroke. 2010;41:1841-1844. 

血清マグネシウム値が高いと、よりアウトカムの悪化を示す
ことが、説明された。 



Intravenous magnesium sulphate for aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage 
                                                                              Critical Care 2011;15:R52 

Design: systemic review and meta-analysis 
Methods: 6つのRCTを解析 n=875 
                  Jadad scoreを用いて評価した。 
                  
※マグネシウムは10-14日間投与され、 
3ヶ月、6ヶ月の予後はGOS,mRSを用いて行われた。 



    DCI 
 
 
 
 
3ヶ月 
 
 
 
 
6ヶ月 

→DCIの発症、3,6ヶ月後の予後に関して解析の結果有意差はなし。 
  



 Statins 
HMG-CoA（3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzymeA）還元酵素阻害薬であ
るstatin はコレステロール合成を抑制し多くの高脂血症の症例で投与され
ている薬剤である。 
 
 statin の内服歴のある患者では脳血管攣縮発症率が軽減されること                     

Neurosurgery 56: 476-484, 2005 
 

 くも膜下出血発症後のpravastatinの内服が症候性脳血管攣縮の発症
率を低下させることが報告された。      Stroke 36: 1627-1632, 
2005 

 

しかし， 検討症例数が少ないことや、statin の内服基準があいまいなことが指摘
され、最近ではstatin の内服による脳血管攣縮の抑制効果に否定的な報告が多
い。           Neurosurgery 62:422-430, 2008 
 

statin の血管内皮の保護作用・抗炎症作用・抗凝固作用・抗血小板作用などによる
多面的な脳保護効果（プレイオトロピック効果）によるもの 



Effect of Statin Treatment on Vasospasm, Delayed Cerebral 
Ischemia, and Functional Outcome in Patients With 
Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage 

Design: systematic review and meta-analysis update 
Patients: 4 RCT studies,  
                 a total of 190 patients (statin:94 placebo:96) 

Stroke 2010;41:e47-52 



Stroke 2010;41:e47-52 

Doppler vasospasm (pooled 
risk ratio, 0.99 [95% CI, 0.66 
to 1.48]) 

delayed cerebral ischemia 
(pooled risk ratio, 0.57[95% 
CI, 0.29 to 1.13]) 



Stroke 2010;41:e47-52 

poor outcome (pooled risk 
ratio, 0.92 [95% CI, 0.68 to 
1.24]) 

mortality (pooled risk 
ratio,0.37 [95% CI, 0.13 to 
1.10]) 



 Anti-coagulant/anti-fibrinolytic therapy 

 DCIにおけるlow molecular weight heparins (LMWHs)の抗凝固作用は、

微小血栓の構造や広がりを妨げる可能性があり、神経保護作用の存在
が言われている。 

  Two large placebo-controlled RCTs studying enoxaparin and DCI    

  demonstrated contradictory results    →さらなる研究に期待。 

 抗線溶療法に関しては、システマティックレビューでは、髄腔内繊維素
溶解の可能性が調査され、DCIとPOOR OUTCOMEの有意な低下を示す

が、RCTは少なく（1/9）その役割は、はっきりしない。                
Neurosurgery 2004; 54:326–35 

 アスピリンは、血小板粘着・凝集によって、DCIを減らす目的で利用された。
700人を対象にした5つの試験で、DCI患者のリスクを減らした。また2007年
コクランレビューで抗血小板薬の出血性の合併症の可能性が示唆された。 

Cochrane Database Syst Rev 2007 



治療のまとめ 

 現在一般的に用いられている脳血管治療攣
縮の治療について述べた。 
 

 脳血管攣縮の治療が未だに解明されていな
いとはいえ、様々な治療の組み合わせによっ
て、従来より症候性の脳血管攣縮の症状が減
少し、患者の予後が以前に比べ、大きく改善し
ているといえる。 



Future directions for DCI research 

 Determining the genetic determinants of DCI 
     Endothelial nitric oxide synthase 
     Apolipoprotein E 
 The interaction between anaesthetic agents and CSD 
 Biomarkers for DCI 



まとめ 

DCIは、死亡率に関与する大きな原因である。 
 

DCIは、単純な血管収縮を越えた多因子的な原
因が存在することは、明らかになってきている。 

 
脳動脈瘤破裂とDCIの発症までの間は、薬物治

療によって発症を避けることができる期間として、
重要であり、今後は、SAH後、72時間以内の対
応に対する研究が、DCIの診断・治療に必要とさ
れる。 


