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Fig. 1 右総頸動脈撮影にて，内頸動脈起始部の中等度 
狭窄と，内頚動脈から分岐する遺残舌下動脈（矢印）と
脳底動脈（矢頭）を認める．

＜症例報告＞

遺残舌下動脈を伴う内頸動脈起始部狭窄病変により

頭蓋内多発梗塞をきたした 1例

川堀 真人１） 黒田 敏１） 安田 宏２） 穂刈 正昭２）

岩崎 素之２） 斉藤 久寿２） 中山 若樹１） 岩崎 喜信１）

要旨：遺残舌下動脈（persistent hypoglossal artery，PHA）を分岐する内頸動脈の狭窄病変
により内頸動脈系および椎骨動脈系の塞栓症を同時に発症した 1例を報告する．症例は 73 歳男
性．右頸部内頸動脈狭窄と PHAを指摘されていた．突然の意識障害などをきたして搬送され
た．意識障害（JCS II-10），眼球運動障害，皮質盲，左不全片麻痺が存在し，MRI にて右前頭葉，
両側後頭葉，脳幹，両側小脳に急性期の梗塞巣を認めた．保存的治療およびリハビリを行った
が，両側皮質盲を後遺した．諸検査にて心原性塞栓は否定され，右頸部内頸動脈狭窄症に起因
する artery-to-artery embolism が内頸動脈，PHAを介して多発性脳梗塞をきたしたと考えられ
た．PHAを合併した内頸動脈狭窄症による脳梗塞はわずかに報告されているのみであり，その
診断や治療については注意が必要である．
Key words : persistent hypoglossal artery, carotid-basilar anastomosis, carotid stenosis,

ischemic stroke
（脳卒中 31 : 96―99，2009）

はじめに

遺残舌下動脈（persistent hypoglossal artery，PHA）
は胎生期の内頸動脈と後縦走神経動脈（後の椎骨・脳
低動脈）を吻合する原始動脈が，出生後にも残存した
ものであり，そのほとんどは血管造影検査にて偶発に
発見される．今回，われわれは PHAを伴う頸部内頸動
脈狭窄症により内頸動脈系および椎骨動脈系に多発脳
梗塞巣をきたした 1例を経験したので，文献的考察を
加えて報告する．

症 例

症例：73 歳男性
主訴：意識障害
既往歴：54 歳時に直腸癌手術，62 歳時に肝部分切
除，71 歳時に痛風に対して他院で治療されていた．
家族歴：特記事項なし

現病歴：2年前の頭痛精査にて，右前頭葉白質に無
症候性脳梗塞を，右内頸動脈分岐部に狭窄（NASCET

1）北海道大学神経外科
2）札幌麻生脳神経外科病院
（2008 年 8 月 5 日受付，2008 年 10 月 29 日受理）
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Fig. 2 拡散強調画像にて右前頭葉・両側後頭葉・脳幹・両側小脳に散在性に急性期
梗塞を認める．

Fig. 3 3D-CTA画像では遺残舌下動脈（矢印）が右舌下
神経管を通って脳底動脈に連続している．両側椎骨動
脈は存在するが低形成である．

58％）と，その末梢から分岐する PHAを認め，アスピ
リン製剤の内服にて経過観察されていた（Fig. 1）．2008
年 6 月 14 日，自宅で倒れているところを発見され当院
へ搬送された．
入院時現症：身長 162cm，体重 70Kg，血圧 190�100
mmHg，脈拍 80・整，頸動脈の雑音は聴取されず，一
般理学所見に異常はなかった

神経学的所見：JCS II-10 の意識障害，両側視力障害
（光覚も不可），右動眼神経麻痺，左側方注視麻痺，左
不全片麻痺，左Babinski 徴候を認めた．NIHSS は 17
点であった．
画像および検査所見：胸部X線，心電図・血算生化
学検査に明らかな異常を認めなかった．入院時の脳
MRI 拡散強調画像では右前頭葉皮質，右視床，両側頭
頂後頭葉，脳幹，両側小脳に急性期の多発性梗塞巣を
認め（Fig. 2），脳MRAでは右後大脳動脈が起始部で閉
塞していた．第 9病日に施行した 3D-CTAでは PHA
が舌下神経管を通過し脳底動脈に合流しており，右後
大脳動脈が再開通していることが確認された（Fig. 3）．
頸部内頸動脈狭窄の程度は 58％と変化を認めなかっ
た．
経過：アルガトロバン・エダラボンの点滴治療と急
性期リハビリを行った．入院中に行ったホルター心電
図，経食道心エコー・大動脈弓 3D-CTAでは心房内血
栓の存在は認められず，卵円孔の開存や大動脈弓の血
栓も存在しなかったことから，心原性脳塞栓症は否定
的であった．以上から，頚部内頸動脈狭窄症に起因す
る artery-to-artery embolism が内頸動脈を介して右
前頭葉に，PHAを介して脳幹・小脳・頭頂後頭葉に多
発性塞栓症を生じたと考えられた．亜急性期よりクロ
ピドグレルの内服治療を追加した．神経症状は徐々に
改善し，発症から 1カ月後には皮質盲，認知機能障害
を後遺するが，杖歩行が可能なレベルにまで改善した．
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今後，脳梗塞の再発を予防する目的で内頸動脈狭窄に
対して頚動脈内膜剥離術などの治療を検討している．

考 察

原始動脈は胎生 4mm期に内頚動脈と後縦走神経動
脈とを吻合する血管で 4組存在し，吻側から trigemi-
nal，otic，hypoglossal，proatlantal artery が存在する．
通常胎生 5～6mm期以降に消失するが，出生後にも残
存することがあり，遺残原始動脈と呼ばれている１）．上
記 4組のうち遺残三叉神経動脈の頻度がもっとも高
く，PHAは 2番目に高頻度であるが，それでも約
0.025～0.26％２）とまれであり，そのほとんどは血管造影
検査にて偶発的に発見される．
PHAの診断基準は以前から Lie１）による criteria が
頻用されており，①遺残原始動脈が内頚動脈から頭蓋
外で分岐する，②動脈は舌下神経管を通過し頭蓋内に
入る，③脳底動脈の腹側で合流する，④後交通動脈が
血管撮影上描出されない，の 4項目を満たすものが
PHAと定義されている．本症例においても Lie による
4つの criteria のすべてを満たしていた．また，本症例
と同様，多くの症例においては，PHAが脳底動脈への
メインの血流ドナーとなっており，VAは低形成かも
しくは無形成であると報告されている３）４）．
PHAは 1889 年に Batujeff らによって報告されて
から今まで約 150 例が報告されているが，その殆どは
無症候性で偶発的に発見されたものであり，時に動脈
瘤合併例やAVM合併が報告されているが，内頚動脈
狭窄症を合併した症例は過去に 22 例が報告されてい
るのみで，そのうち，脳梗塞を発症した症例は 6例の
みである３）～１５）．その発症機序として，①内頚動脈狭窄に
よる低潅流による hemodynamic infarction と，②内頚
動脈狭窄部位に生じた血栓による artery-to-artery
emblism が指摘されている７）９）．本症例では，狭窄の程
度も中等度であることから後者が原因であると考えら
れた．また，本症例のように，内頸動脈系と椎骨動脈
系の両者に脳梗塞をきたした症例は，われわれが渉猟
した限りでは過去に一例が報告されているのみであ
る３）．
PHAを合併した内頸動脈狭窄症の治療に関しては，
一旦，artery-to-artery embolism を生じると，本症例の
ように内頚および椎骨動脈領域に脳梗塞を生じ，通常
よりも重篤な後遺症を残す可能性があることから，頚
動脈内膜剥離術など積極的治療の適応であるとの主張
がなされている９）１６）．本症例においても発症以前にこれ

らの治療を検討する余地は十分にあったかもしれな
い．ただし，手術などの際には，PHA合併例では多く
の場合，椎骨動脈は低形成もしくは無形成であること
から，術中の頚動脈一時遮断中に脳幹にも広範な虚血
が生じる可能性が高く，血流遮断時間を短縮する工夫
や脳幹の血流・機能を同時にモニタリングするなど，
通常とは異なる注意が必要である１０）１６）１７）．たとえば，頚
動脈内膜剥離術を実施する場合には，内シャント
チューブは必須であるが，シャントチューブの遠位端
は PHA分岐部手前に位置するように留意するなどの
配慮が必要であろう１６）１７）．また，術中にはABRや SEP
などの脳幹虚血を検出するためのモニタリングも必要
かもしれない１６）１８）．
PHAを合併した内頸動脈狭窄症は，内頸動脈系・椎
骨動脈系の両方に脳梗塞をきたすことがあり，多発梗
塞の際にはその診断に際して，遺残動脈の存在を考慮
する必要があると考えられた．また，内頚動脈狭窄症
を合併している場合には，一旦，脳梗塞を生じると重
篤な合併症を生じる可能性が通常の内頸動脈狭窄症よ
り高いと考えられるため，積極的な治療を検討する必
要がある．
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Abstract

Internal carotid artery stenosis associated with ipsilateral persistent hypoglossal
artery presenting as a multi-territorial infarction: Case report

Masahito Kawabori, M.D.１）, Satoshi Kuroda, M.D., Ph.D.１）, Hiroshi Yasuda, M.D., Ph.D.２）,
Masaaki Hokari, M.D., Ph.D.２）, Motoyuki Iwasaki, M.D., Ph.D.２）, Hisatoshi Saito, M.D., Ph.D.２）,

Naoki Nakayama, M.D., Ph.D.１）and Yoshinobu Iwasaki, M.D., Ph.D.１）
1）Department of Neurosurgery, Hokkaido University Graduate School of Medicine

2）Department of Neurosurgery, Sapporo Asabu Neurosurgical Hospital

Persistent hypoglossal artery (PHA) is a relatively rare vascular anomaly of persistent carotid-basilar an-
astomosis and is usually asymptomatic. In this report, we describe a 73-year-old male patient who was admit-
ted to our hospital due to sudden consciousness disturbance, right oculomotor palsy, left MLF syndrome, bilat-
eral cortical blindness, and severe left hemiparesis. MRI�A at admission revealed acute cerebral infarction in
both the carotid and vertebral artery territories, and moderate internal carotid artery stenosis associated
with ipsilateral PHA. Artery-to-artery embolism from the internal carotid artery is thought to be the cause of
this multiterritorial infarction. It should be borne in mind that persistent carotid-basilar anastomosis can cause
multi-territorial cerebral infarction mimicking cardioembolism, and may be a candidate for aggressive pro-
phylactic intervention when complicated by occlusive carotid artery diseases.

(Jpn J Stroke 31: 96―99, 2009)


