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Effect of microcatheter intrathecal urokinase infusion into

the cisterna magna on cerebral vasospasm after coil embolization

for ruptured aneurysms

Yutaka Kai

Department ofNeurosurgery, Graduate School of Medical Sciences, Ryukyu University, Okinawa, Japan

ABSTRACT

To prevent vasospasm in patients with ruptured aneurysms who had undergone
Guglielmi detachable coil (GDC) placement, we developed our ITSUKI (intrathecal simple
administration of urokinase infusion) therapy and kit ( ITSUKIT) for performing of ITSUKI.
Here wepresent the effectiveness of this therapy in preventing the severity of ischemic neu-

rological deficits attributable to vasospasm. After evaluating the effectiveness of ITSUKI
therapy in a canine subarachnoid hemorrhage ( SAH) model, we performed clinical trials.

At 24 hr after SAH induction, we injected urokinase (UK, 1000 IU/kg) into the
cisterna magna (CM) or lumbar sac (LS) of dogs via a microcatheter inserted in the lum-
bar region. We then obtained serial angiograms over a 14-day period and chronologically
examined the changes in the mean diameter of the basilar artery (BA) to determine the
effect of different injection sites on vasospasm prevention. In our canine SAH model, the
administration of UK into the CM was significantly more effective for preventing cere-
bral vasospasms than was administration into the LS. We enrolled 20 patients with rup-
tured intracranial aneurysms who were eligible for coil embolization with (n=10) or
without (n=10) ITSUKI therapy. There were no side effects or adverse reactions attribut-
able to ITSUKI therapy. Symptomatic vasospasm occurred in 1 (10.0%) patients with
and 5 (50.0%) without ITSUKI therapy; the difference was significant (p<0.05). Al-
though the mortality rate did not differ between the 2 groups, patients with ITSUKI ther-
apy had significantly better outcomes than those without (p<0.05). No complication was
observed according to ITSUKIT and it was useful for ITSUKI therapy. Ryukyu Med. J.,
27(3,4)87- 91, 2008
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はじめに

破裂脳動脈癌の治療において,血管内治療と関頭クリッ

ピング術のいずれの方法が有用であるか,国際多施設ラ

ンダム化比較試験が行われた(the International
Subarachnoid Trial: ISAT) 1).血管内治療および開
頭クリッピング術いずれも適応と考えられる破裂脳動脈

癌患者においては, 「血管内治療割り付け群」の方が1

年後の機能障害回避の面で有意に優れていたという内容

であった.この結果をもとに,破裂脳動脈癌に対する血

管内治療の占める割合が近年増加している.

しかしながら,血管内治療では,関頭をしないためく

も膜下出血(subarachnoid hemorrhage: SAH)の除
去が不可能であり,塞栓術後にくも膜下腔に血腫が残存
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Fig. 1成犬に対するマイクロカテーテルを用いたUK投与法
A:大槽投与群(CM: cisterna magna)、マイクロカテーテル先端は、大槽部に留置されている
B:腰椎投与群(LS: lumbosacral)、マイクロカテーテル先端は、腰椎部脊髄腔内に留置されている

Fig. 2成犬SAHモデルにおける投与UK活性の髄液中の経時的変化
測定部位:大槽
CM群(大槽投与群)、 LS群(腰椎投与群)

したままとなり,遅発性脳血管撃縮の発生が懸念される.

脳血管内治療後に認められる症候性脳血管撃縮の頻度は
約20-30%であり,一般的な関頭術に伴う頻度と同じで

ある2).脳血管撃綿の程度により患者の予後は大きく左
右されることが多く,血管内治療による破裂脳動脈癖の

塞栓術後にも,くも膜下腔の血腫を排除し,脳血管撃縮
を予防する有効な治療法の確立が望まれている.

我々は,破裂脳動脈癌塞栓術後に,大槽内に血栓溶解

剤であるりロキナ-ゼ(UK)を注入し,漏出した血液
を早期に溶解排出することで,遅発性脳血管撃綿の予防
が行えるのではないガと考え,動物を用いた基礎的実験

の後,臨床応用を行った.
本稿では,破裂脳動脈癖塞栓術後のくも膜下出血に伴

う脳血管撃縮に対する新しい治療法(IntraThecal se-
lective administration of UroKmase Infusion ther-

apy: ITSUKI therapy)について記述する.

基礎的研究

髄腔内及び腰部脊髄腔内からUKを投与した場合の

UKの髄液中活性動態及び脳血管撃縮予防効果について,
成犬を用いた実験を行った.はじめに,髄液中のUK

活性を測定した.腰椎穿刺の手法によりくも膜下腔にマ
イクロカテーテルを挿入し,透視下に上行させ,先端を

大槽(CM: cisterna magna)または腰椎脊髄腔(LS:

lumbosacral)に留置した.それぞれの部位から, UK
溶液(l,OOOIU/Kgを生理食塩水2mlに溶解)を髄腔内

に投与した(大槽投与群: CM群,腰部脊髄腔投与群:
LS群) (Fig. 1 A,B). CM群, LS群いずれも5頭ず
つ施行した. LS群はUK投与後ただ引こマイクロカテー

テルを大槽部に留置して,髄液採取はCM群, LS群い
ずれも大槽部から0.4mlずつ15分ごとに4時間後まで行っ

た. UK活性測定は森田らの方法を用いた3).
次に脳血管撃縮予防効果の検討を行った.大槽部に挿
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Fig. 3成犬SAHモデルにおける脳底動脈径の経時的変化
CM群(大槽UK投与群)、 LS群(腰椎UK投与群)、 contorol (UK非投与群)

入したマイクロカテーテルより自家血(0.5ml/Kg)を
注入してSAHモデルを作成し, 24時間後に大槽または

腰椎から, UK (l.OOOIU/Kg)を投与した(CM乱
LS群, UK非投与のコントロール群いずれも5頭ずつ).
UKを投与後, 3, 7, 10, 14日目に椎骨動脈撮影を行

い,脳底動脈径を測定した.測定データは平均値±標準
偏差で示し,任意の=群間の差はstudent's t-testを

用いて検定を行い, P<0.05を統計学的な有意差とした.
UK活性測定の結果は,大槽部での活性最大値はCM

群3,557.5± 270.8IU, LS群1,433.3± 228.5IUであり,

投与後30分まではCM群が有意に高値を示した(Fig.

2). UK投与後7日目の成犬SAHモデルの脳底動脈
径は, CM群62.6± 6.4%, LS群48.2± 3.8%となり,

CM群で有意に収縮が抑制された(Fig. 3).したがっ
て,大槽部からのUK投与が腰部投与に比して脳血管

撃縮予防効果が有意に高いことが成犬SAHモデルによっ

て確認された4,5)
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臨床応用

動物実験による大槽部へのUK髄腔内投与が遅発性
脳血管撃緬を予防できる可能性を認めたことを踏まえ,

臨床応用を試みた.重症くも膜下出血に対する破裂脳動

脈癖塞栓術後にITSUKI therapyを施行した場合と,
塞栓術のみを行った場合とを比較して,転帰が改善する
がどうかを検討した.治療に先立って,院内倫理委員会

でITSUKI therapyに対する承認を受け,患者家族に
対し十分なインフォームドコンセントを行ったうえで施

行した.対象は,くも膜下出血発症48時間以内に癖内

塞栓術が完了した重症くも膜下出血(H&K grade　3
または4)の20例である.塞栓術後, ITSUKI therapy

を施行した10例(施行群)と,施行しなかった10例
(非施行群)で,脳血管撃縮の程度,水頭症合併の有無,

3カ月後の転帰(GOS: Glasgow outcome scale)に
ついて検討した.大槽留置法は,側臥位でL4-5を穿刺

し,透視下でマイクロカテーテルをguide wire先行で
進め,先端を大槽内に留置した. UK60,000 I.U.を生理

食塩水20mlに溶解し0.5ml/minの速度で持続注入した.
注入後1時間クランプした後,開放しドレナージとした.
12時間後のCTで脳底槽のくも膜下出血の消失が不良な

場合, 2回目のUK注入を行った. UK投与回数は,
1回が4例, 2回が6例で平均1.6回であった.マイク

ロカテーテルを大槽部に留置する隙の合併症は認めず,
UK注入後に再出血を認めた症例もなかった.脳血管撃

縮は, ITSUKI施行群で3例(症候性1例),非施行群

で6例(症候性5例)に認められた(Fig.4).水頭症
によりシャントが必要であったのは,施行群で1例,非
施行群で5例であった. 3カ月後のGOSは,施行群で

Good (G): 2 , Moderately Disabled (MD): 5 , Se-

verely Disabled (SD):2, Dead(D): 1に対し,非施行
耕はG:1,MD:3, SD:5,D:1であった(Fig.5).

ITSUKI therapy施行群に転帰良好例が多く,脳血管
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Fig. 5　3カ月後のGOS: Glasgow outcome scale

Fig. 6 CTの経時的変化
上段: ITSUKI therapy施行例
下段: ITSUKI therapy非施行例
左:発症時cT,中:ウロキナーゼ60,000単位大槽内投与
後一日目,右:同二日目

JCS: Japan Coma Scale

撃縮と水頭症の合併が少ないことが認められた.したがっ

て,重症くも膜下出血に対する療内塞栓術後にITUKI

therapyを行うことは,遅発性脳血管撃縮予防に有用
であることが明らかとなった6-7)

また, ITSUKI therapy施行群は48時間以内に脳底
槽のくも膜下出血が速やかに消失し,意識しベルも改善

しているのに対し,非施行群は, 72時間以上経過して

も脳底槽のくも膜下出血は残存したままであり,意識し

ベルの改善も認められなかった(Fig.6).

ITSUKI therapy (Intra Thecal selective ad-

ministration of UroKinase Infusion therapy)

行うための穿刺キットの開発(ITSUKit)

ITSUKI therapyを行うための穿刺キットを東郷メ
デイキット株式会社と共同で研究し,開発した. 1般の

施設でもITSUKI therapyが施行できるように,穿刺
キットをITSUKitとして,作成した.以下に, ITSUKit

の内容物(Fig.7)と使用方法について記述する8).

内容:大槽留置用マイクロカテーテル(0.018inch, 150
cm),脱着式コネクター付き

マイクロjj.イドワイヤー(0.016inch, 180cm)
腰椎穿刺針(14G, 8cm),漏液防止弁付き

4Frイントロデューサー(8cm)
プロテクターチューブ

以下に, ITSUKitを用いたマイクロカテーテル大槽
留置とウロキナーゼの髄腔内投与の手順を示す.

1)腰椎穿刺
破裂脳動脈癖塞栓術が十分に行えたと判断した症例に

対して, ITSUKI therapyを施行する.塞栓術後,全身
麻酔を継続し,血管造影室のベッド上で,患者を左側臥
位にして固定する.第314腰椎間で14G穿刺針を穿刺

し(Fig.8A), 4Frイントロデューサ-に置換する

(Fig.8B).マイクロカテーテルをイントロデューサー
内に挿入し,透視下でマイクロカテーテル先端の動きを
確認しながら,慎重に脊髄くも膜下腔内を上行させる

(図8C).

2)透視下にマイクロカテーテルを大槽部まで誘導し留置
マイクロカテ-テルを腰椎部から大槽部まで上行させ

る.要する時間は　5-15分(平均7.8分)で,操作中に
脊髄や神経根を損傷するような合併症は認めなかった.

マイクロカテーテルを大槽部に留置後(図8D),マイ
クロカテーテルの屈曲予防にシリコン製のプロテクター

を被せる(Fig.8E).

3)りロキナ-ゼの大槽部からの髄腔内投与
マイクロカテーテルに延長チューブをつけ,注射器に,

ウロキナーゼ60,000単位を生理食塩水20mlで溶解した
ものを入れ,持続注入器で20-30分かけて,髄腔内に注

Fig. 7 ITSUKitの内容
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Fig. 8 ITSUKI therapyの施行手順
A:第415腰椎間で14G穿刺針を穿刺し,穿刺部位からの
髄液痩予防のために髄液露出防止弁を接続
B: 4Frイントロデューサーを挿入
C:透視下でマイクロカテーテル先端の動きを確認しなが

ら、脊髄くも膜下腔内を上行
D:マイクロカテーテル先端部は大槽部に留置,矢印はマ

イクロカテーテルの先端
E:マイクロカテーテルの屈曲予防にシリコン製のプロテ

クターで被包

入する.注入後1時間クランプした後,クランプを開
放し血清髄液排出のため脳室ドレナージ回路に接続する.

りロキナ-ゼ注入から12時間目に頭部CTを施行し,脂
底槽のくも膜下出血の溶解程度を判定し, CT値を測定

する.残存血腫が多く,必要と判断したら, 2回日のウ
ロキナーゼ注入を1回目と同じ要領で施行する.血腫が

十分に排出できたら,大槽に留置したマイクロカテーテ
ルを抜去する.

ITSUKI therapyの展望

血管内治療による塞栓術後にITSUKI therapyを行
うことで,脳血管撃縮を有意に予防し,水頭症の発生も
少なくすることが明かとなった.今後,このITSUKI

therapyが確立され,脳血管撃綿の予防が確実に行え
るようになると,破裂脳動脈癌に対する治療法が,従来

の関頭術によるものから血管内手術によるものに移行し
ていく可能性が加速していくものと考えられる.さ引こ,

従来治療適応のなかったような重症のくも膜下出血症例
にも対処できる可能性を含んでおり,今後のくも膜下出

血全体の治療成績の向上が期待される. ITSUKI ther-

apyを行うための穿刺キットは,特定医療材料として
申請中であり,今後, -般の脳神経外科施設でも

ITSUKI therapyが広く施行できるようになることを
期待している.
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