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Intraosseous meningioma of right sphenoid bone: a case report
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症例は80歳、男性。高血圧、脳梗塞、前立腺癌の既往がある。

右側頭部痛を訴え、当院受診。頭部CTにて右眼窩外側に腫瘍を指摘され、当科紹介となった。

受診時右眼球突出を軽度認める以外に、神経学的局所異常所見は認められなかった。

頭部CTでは、右眼窩外側壁から中頭蓋窩に等吸収を呈する腫瘍を認めた。右側頭葉には周囲浮

腫を認めた。

頭部MRIでは、T1強調画像で等信号からやや高信号を呈し、T2では頭蓋外部分は等信号、頭蓋

内部分は高信号を呈する腫瘍として認められた。Gd-T1強調画像で腫瘍は均一に増強された。

腫瘍マーカー（AFP、CEA、CA19-9、PSA）は陰性で、胸腹部CTで体幹部に腫瘍性病変は認めら

れなかったが、転移性脳腫瘍疑いとして、開頭腫瘍摘出術を施行した。

皮膚を翻転すると、腫瘍は一部頭蓋骨表面に露出していた。開頭後、眼窩外側の腫瘍部分を摘

出すると眼窩外側に溶骨菲薄化した頭蓋骨内板の一部を認めた。Piece by pieceに腫瘍を摘出

していくと、中頭蓋窩先端部で一部硬膜欠損を認め、そこから硬膜内へ腫瘍は連続して認めら

れた。腫瘍は肉眼的に全摘した。

病理診断は、meningothelial meningiomaであった。

画像および術中所見から、右蝶形骨から発生発達した骨内髄膜腫と考えられた。

脳腫瘍全国集計調査報告において髄膜腫は全脳腫瘍の27.1％を占め、最も頻度の高い腫瘍であ

る。一方で頭蓋外髄膜腫あるいは異所性髄膜腫の発生頻度は全髄膜腫の1％程度とされる。そ

の中でも頭蓋骨内髄膜腫はさらに稀な腫瘍である。本症例について文献的考察を加えて報告す

る。
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　頭蓋内髄膜腫に対するガンマナイフ治療の有用性と限界

Usefulness and limitations of Gamma Knife Radiosurgery for intracranial meningiomas
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髄膜腫治療において完全な外科的摘出が最も根治性が高いことは論を待たない。また現時点で

保険適応のある化学療法の存在しない髄膜腫において、Simpson grade1の摘出が困難な部位あ

るいはWHO2-3の髄膜腫においては可及的摘出ののち残存腫瘍あるいは再発腫瘍に対する放射線

治療は手術を補完する唯一の後療法であり、中でもガンマナイフをはじめとする定位放射線治

療の有効性は確立されている。ガンマナイフ治療症例を重ねるにつれ、一般的には“良性”と

いわれる髄膜腫の治療が、患者あるいは脳外科医にとって極めて難治となり、あたかも臨床的

には“悪性”腫瘍のごとく振る舞う症例を経験する。

　今回宮崎病院にてガンマナイフ治療を行った髄膜腫症例57例についてまとめ、おもに多数回

の手術、多数回のガンマナイフ治療を要した難治化した症例について検討、考察を加え報告す

る。
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　汎下垂体機能低下症を呈した視床下部転移性脳腫瘍の一例
Hypothalamic metastasis presenting with panhypopituitarism : a case report
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【症例】73歳、女性。既往に子宮頸癌（small cell carcinoma pT2b、ly+、v+、N1、M0)があ

り、子宮全摘術、術後化学療法を受け当院婦人科で3年間フォローされていた。一週間前より

食思が低下していた。自宅で倒れているところを発見され当院に救急搬送された。来院

時、GCS11(E4V2M5)と意識障害を認めた。体温39.6℃、血圧96/46mmHg、脈拍126/min、あきら

かな片麻痺や脳神経麻痺は認めなかった。血液検査では腎前性腎不全、横紋筋融解症の所見で

あった。頭部CT検査にて左尾状核からモンロー孔、視床下部、第３脳室底にかけて連続した病

変を認めた。脱水、腎不全に対し補液、対症療法を開始したが、汎下垂体機能低下による著明

な血圧低下を認めたためカテコラミン、ステロイド補充を行った。副腎機能不全による低血圧

は改善したが尿崩症が顕在化し、ピトレシン、デスモプレシンを投与し治療した。全身状態が

安定したところでナビゲーションガイド下針生検を施行し、病理所見はsmall cell carcinoma

の診断で、子宮頸癌の転移と矛盾しない結果であった。引き続き放射線療法、化学療法が施行

された。

視床下部転移性脳腫瘍はしばしば汎下垂体機能低下症を来すことが知られているが、視床下部

転移は非常に稀であり、その治療を経験することは少ない。今回、我々は汎下垂体機能低下症

で発症し全身管理に難渋した視床下部転移性脳腫瘍の一例を経験したので文献的考察を含めて

報告する。
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　低出生体重児脳室内出血に伴う水頭症管理の検討
　PIカテーテルを用いた脳室ドレナージの有用性

The Efficacy of external ventricular drainage using a PI catheter for treating neonatal

hydrocephalus
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【緒言】低出生体重児脳室内出血後水頭症 (PIVH) の治療に関しては未だ議論の多いところで

ある。従来は、利尿剤投与や腰椎穿刺や頭皮下リザーバー留置による間欠的髄液排出を施行し

た後に患児の体重増加を待って脳室腹腔シャント術を計画することが一般的である。今回PIVH

に対してPIカテーテル等を用いた髄液排出を行い、その後VPシャント術を施行した1例を経験

したので、考察を加えて報告する。

【症例】胎胞形成、臍帯下垂のため26週6日、1036g、Apgar score 8/8点で出生。出生3日後に

脳室内出血を発症した (Papile grade左右とも3度)。その後脳室拡大を認めたため当科紹介に

至った。当初オンマイヤーリザーバー留置を検討したが、デバイスの大きさから皮膚トラブル

・術後感染が懸念された。そのため出生30日目にPIカテーテルを用いて脳室ドレナージによる

髄液排泄を行った。その後2週間後ドレナージ抜去を行うも脳室拡大傾向にあるため計4回の脳

室ドレナージ後に、出生118日目にVPシャント術を施行した。経過良好で出生153日目自宅退院

となった。

【考察】PIVHに対する治療は、新生児医療の発展に伴い生命予後のみならず水頭症管理による

神経機能予後の改善が重要である。また脳実質の菲薄化を考慮すると、持続的髄液排泄を行う

管理がより良い改善を得やすいと思われる。今回計4回の脳室ドレナージにて穿刺方法・皮下

トンネル作成の有無・髄液排出管理等について種々の経験を得た。考察を加えて報告する。
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【はじめに】脳梁離断はMRIにて病変が明らかでない、てんかん焦点切除の対象とならない難

治てんかんに対する緩和手術として認識されており、特に外傷をきたすような転倒発作に有効

といわれている。これまでの長崎医療センターにおける脳梁離断への取り組みを振り返り、本

手術が今後どのような役割を果たせるのか検討した。【対象と方法】当院では1990年から2014

年までに脳梁前半部離断94例、脳梁全離断174例を実施していた。適応となったのは病変の明

らかではない全般発作のほか、焦点の局在診断が明らかではない前頭葉てんかんに対して診断

的治療の観点から実施した。【結果】発作予後は、全268例中43例（16%）で発作が完全に消失

した。2002年より乳幼児のウエスト症候群に対して脳梁離断を開始し、強直スパスムを示した

85例中38例（45％）でスパスムが消失した。脳梁離断後の脳波解析では、発作性異常波が全般

性から局在性あるいは側方性を示す変化とともに、発作症状が全般発作から部分発作に変容す

る症例があることが明らかとなった。そのような症例では二期的にてんかん焦点切除/離断手

術が可能となり、これまでに43例で追加手術を実施しており24例（55%）で発作が消失した。

その一方で脳梁離断後も症状や脳波所見の改善が得られない症例もあり、そのうち46例に迷走

神経刺激療法を導入した。【考察】脳梁離断は緩和手術との認識が高いが、単独でも20%弱の

症例で発作の消失が得られた。脳梁離断はウエスト症候群の強直スパスムに対して速効性を示

すとともに発達を促す作用もあるため、乳幼児の難治てんかんに対しては早期の実施を念頭に

置く必要がある。脳梁離断は単なる緩和手術にとどまらず、離断後に発作症状、脳波・機能画

像所見をダイナミックに変化させ、二期的てんかん焦点切除が可能な症例をもたらす役割があ

る。
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　慢性硬膜下血腫の再発因子と洗浄の必要性の検討

Chronic subdural hematoma: necessity of irrigation and predictive factors of recurrence
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【目的】当院では慢性硬膜下血腫には、局所麻酔下での穿頭血腫除去術を行っている。2013年

1月から2015年12月までの3年に経験した、82症例に関して後方視的に疫学・再発因子の検討を

行った。また2014年7月から温生食による洗浄を省略したので、この時期を境に前後半で比較

して得られた当院症例からの知見などにつき報告する。【対象】2013年1月から2015年12月ま

での3年に経験した82症例。 【結果】男性62、女性20、平均年齢、77.5歳、左40、右27、両側

15、先行する外傷50、抗血小板剤・凝固剤内服19、飲酒歴21、肝機能障害5、担癌患者3、平均

手術時間43分であった。5例以外全て穿頭術を行った。再発は8件あり、再発危険因子として飲

酒歴・薬剤内服歴・両側性・外傷の有無・術者の違い・男女比などを解析したが、両側性と肝

障害歴が有意な危険因子であった。温生食洗浄を省略すると、手術時間が10分有意に短縮して

いた(47分対37分)が、洗浄の有無は再発の危険因子ではなかった。【考察】今回のシリーズで

の再発危険因子は、両側性、肝障害歴であった。温生食洗浄の省略は手術時間の短縮となり、

また再発に寄与するものではなかったことが判明した。省略しても良い手順かもしれないが、

今回の研究の症例数が少ない影響も考えられ、今後の症例蓄積による検討は必要であると思わ

れる。



S1-07 　
　黄色粘土状の器質化した若年巨大慢性硬膜下血腫の１例
A case of huge yellow clay-like juvenile organized chronic subdural hematoma
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【症例】 17歳女性 【既往歴】 網膜剥離, 精神発達遅滞

【病歴】 11歳時に交通外傷で受傷した際に, 頭部CTで両側硬膜下血腫を指摘されるも, その

後通院なく外来フォローは中断していた. 17歳になり視力低下を主訴に眼科受診し, 頭部MRI

精査を行ったところ, 両側硬膜下血腫の増大あり当科紹介受診となった. 眼科の診察所見で

は, 視力は右0.4, 左0.15で両側の視神経委縮を認めた. 頭部CTでは,硬膜下血腫の辺縁は石灰

化を伴い内部は不均一な吸収域を呈し, 頭部MRIでは硬膜下には異なる信号域が混在していた.

またempty sellaを伴い,視神経は鞍隔膜に近接していた. 以前の画像と比較し, 血腫の著明な

増大による脳実質への圧迫を認めた. はじめに両側穿頭洗浄血腫除去術を試み, 後日開頭術に

よる血腫除去を行った. 内部は高い圧を伴う黄色, 粘土状の内容であり, 一部に比較的新しい

凝血塊を認めた. 術後完全に硬膜下腔の消失はないも, 脳実質の膨隆を認めている.

【考察・結語】 器質化慢性硬膜下血腫の頻度は比較的まれで, その頻度は慢性硬膜下血腫の

0.5～2%とされている. 器質化硬膜下血腫は, 硬膜下血腫が吸収されず, 内容物が線維化し結

合組織が主体となったものと考えられており, 器質化するまでには通常の慢性硬膜下血腫より

も長期的な経過を要するとされる. 原因としては慢性疾患の合併, 頭蓋手術の既往, 髄膜炎な

どの炎症, 特に小児例では脳室-腹腔シャント術などとの関連がこれまで報告されている. 器

質化硬膜下血腫の進行に関して, 増大するか縮小するかは議論の分かれるところであるが, た

とえ器質化をきたしても血腫内に出血を繰り返し, 血腫が増大する症例も散見される. 特に若

年で脳実質への圧迫が強く, 症状を伴うものでは積極的な治療の必要性があるものと考えられ

る. 今回非常に巨大な血腫で, 著明な増大傾向を来し, 手術加療を要した. 更に内容は黄色粘

土状で特異的な所見であった. 文献的考察をふまえて報告する.



S2-01 　
　くも膜下出血で発症し、術後数年経過して再出血した

　Distal PICA動脈瘤の3例
3caces of Distal PICA aneurysm,which was re-bleeding in a few yeas after first SAH surgery

清水 正, 笠 伸年
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我々は最近、くも膜下出血で発症し、術後1-8年経過して再出血したDistal PICA動脈瘤を3例

経験した。症例1は59才(初発時、以下同)男性、SAH(H&K4,Fisher3)で発症し、左PICAの紡錘状

動脈瘤のtrapping術を行った。mRS0で外来通院していたが8年3カ月後にSAH(H&K2,Fisher4)を

再発、左PICA  clipの近位部に動脈瘤があり近位clippingを行った。症例2は44才女

性、SAH(H&K2,Fisher4)、左PICA動脈瘤のtrapping術をしてmRS0であったが、7年10カ月後に

H&K4,Fisher4のSAH再発。右PICA動脈瘤がありclpping術を行った。症例3は62才男

性、H&K5,Fisher4のSAHで発症、左PICA動脈瘤のclipping術を行った。術後DSAでclipの更に末

梢PICAにも小さな動脈瘤があったが、mRS5であるため再手術せずに転院。1年1カ月後に

SAH(H&K5,Fisher4)を再発し、家族の希望でそのまま死亡。Distal PICA動脈瘤は非分岐部発

生、紡錘状ないし解離性、多発性などの報告が多い。これらの事からは動脈壁の脆弱性や新生

動脈瘤の可能性が示唆され、1.術前脳血管撮影の綿密な評価、2.術後も頻回の血管撮影Follow

-up、3.Neck clippingに拘らない、4.家族に再発の可能性を説明する事などが重要と考えられ

た。



S2-02 　
　当院での頚動脈狭窄症に対する外科的治療の現状

Current status of surgical intervention for carotid artery stenosis in our hospital

広瀬 誠, 豊田 啓介, 川原 一郎, 北川 直毅

長崎労災病院脳神経外科

【目的】当院における頚動脈狭窄症治療の現状を報告する。

【方法】2016年4月～10月に外科的治療を行った頚動脈狭窄症患者13例（男性12例女性1例）を

対象とした。当院では術前に原則全例IMP SPECTを施行、エコーおよびMRIでプラーク性状診断

を行っている。術中はSEPおよびrSO2をモニタリングし、内シャントは選択的に使用。術後は

基本的に覚醒させICUに入室し厳格な血圧管理を行っているが、過還流が懸念される症例のみ

鎮静下で管理し術後のSPCT所見をみながら覚醒させる方針としている。

【結果】13例の内訳はCEA11例CAS2例。症候性5例、無症候性8例。高位病変（プラーク上端が

C2以上とする）3例。NASCET狭窄率は症候性が49～90％、無症候性が64～99％。術後のDWI陽性

はCEAで1例CASで1例。周術期合併症はなかった（軽微な合併症を含めるとCEAで創部腫脹

2例）。過灌流症候群の出現もなかった。

【結論】当院ではCEAを第一選択とし、症例を選んでCASも施行しているが治療成績は良好であ

る。



S2-03 　
　当院においてOnyxによる塞栓を行い、摘出に至った脳動静脈奇形の一

例
Removal of Arteriovenous Malformations after embolization using Onyx at Nagasaki Prefecure

Shimabara Hospital

平山 航輔1, 野田 満1, 松尾 義孝1, 徳永 能治1, 堀江 信貴2, 出雲 剛2

1長崎県島原病院脳神経外科, 2長崎大学医学部脳神経外科

【背景】

脳動静脈奇形（AVM）の塞栓術は液体塞栓物質を用いてシャントを減少させ、後治療としての

摘出術または定位的放射線治療の安全性や有効性を高めるために行われる。今回、当院におい

て初めてOnyxを用いた術前塞栓を行い、安全かつ短時間での摘出が可能となった脳皮質下出血

で発症したAVMの1例を経験したので報告する。

【症例】

75歳、女性。既往歴に特記事項なし。平成28年8月某日、自宅で友人と話しているときに突然

言葉が出なくなり、同時に右上下肢麻痺も出現し救急要請。ホットライン経由で当院へ搬送と

なった。初診時、左共同偏視を認め、意識レベルはGCS：E3V1M5でMMTは右上肢で0/5、右下肢

で2/5であった。頭部CTでは左側頭葉から頭頂葉にかけて皮質下出血を認め、脳血管造影検査

では20mm大のnidusが存在し、同部へは主に右中大脳動脈のAnterior trunkからfeederが入

り、上矢状静脈洞および横静脈洞へ流出する2本の太い表在静脈を認め、Spetzler-Martin

Grade2であった。まずは緊急で開頭血腫除去術＋外減圧術を行い、待機的にAVMの治療を行う

方針とした。開頭血腫除去術から約1か月半後に中大脳動脈からのfeederに対してOnyxを用い

て塞栓を行い、その翌日にAVM摘出術を行った。脳出血を来したAVMであり、術前より重度の右

片麻痺と失語を認めていたが、術後に明らかな神経症状の増悪なく、現在リハビリテーション

継続中である。

【結語】

AVM摘出術前にOnyxを用いた塞栓を行い、出血コントロールが容易であり、少ない出血量での

摘出が可能であった。当院でのOnyx使用経験は今回が初めてであった。AVMに対する血管内治

療による塞栓術はOnyxが認可された後、きわめて重要な役割を果たしている。本症例を通じて

その有用性を体感することができた。



S2-04 　
　静脈瘤からの出血を繰り返した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例

A case of varix rupture in CSdAVF

山口 将1, 伊木 勇輔2, 陶山 一彦1

1長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2長崎大学医学部脳神経外科

【はじめに】海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻(CSdAVF)は経静脈的塞栓術(TVE)で根治が期待される

疾患である。今回、我々は急性硬膜下血腫を伴う出血で発症し、入院後2回の再出血を呈した

aggressive type CSdAVFに対して血管内治療を試み、最終的には開頭術による導出静脈離断術

で治癒した一例を経験したので報告する。

【症例】83歳女性。頭痛と嘔吐で当院へ搬入された。頭部CTでrt ASDHと右側頭葉皮質下出

血、右優位のSAHを認めた。CTAで静脈瘤を認めたが突然、昏睡となり右瞳孔が散大、CTで著明

な血腫増大あり、緊急で右前頭頭頂側頭開頭・血腫除去術(＋外減圧術)を施行、術後ヘルニア

徴候は回避されたが意識障害・左麻痺残存。入院5日目に超選択的血管造影を施行し、右外頸

動脈(MMA、A.Aph、AFO)、左右内頚動脈(MHT)をfeederとして　CS posterior bendに集簇

し、uncus veinへ流出し、deep sylvian veinからinsula veinを介してSSSへ流出するCSdAVF

(Cognard 4)であった。同日、A.AphとAFRをコイルで塞栓し、後日TVEを予定した。鎮静管理を

行ったが入院11日目に再出血をきたし緊急でTVEを行うこととした。microcatheterをCSまで誘

導できたが、シャント部位はisolateされておりTVEは不可と判断しTAEを追加した。さらに沈

静を続け入院21日目に全麻・開頭で流出静脈離断術を施行。ICG造影で頭蓋内への逆流と静脈

瘤の消失を確認した。術後経過は良好で脳血管造影でも逆流静脈の消失が見られた。

【考察】aggressive typeのdAVFでは可及的早期の治療が望まれるが、今回の症例では

isolated sinusで単一のdrainerであり、極めて短期間で3回の出血を呈した。血管内治療で根

治できない場合は開頭による流出静脈離断術も有用な治療と考えられる。



S2-05 　
　再発を繰り返す脳底動脈先端部瘤の1例
A case report of multi recurrent basiler top aneurysm

宗 剛平1, 原口 渉1, 北川 直毅2, 堀江 信貴3

1済生会長崎病院脳神経外科, 2長崎労災病院脳神経外科, 3長崎大学病院脳神経外科

症例は73歳女性。8年前にくも膜下出血、脳底動脈先端部瘤にてコイル塞栓術後施行。7年前に

再塞栓。6年前に再塞栓。4年前にステントアシストにて再塞栓。半年前に再塞栓。その後瘤の

再増大あったため今回当科入院となった。全身麻酔下ステントアシストにてコイル塞栓術施

行、周術期合併症なく術後2週間で自宅退院した。これまで合計6回のコイル塞栓術施行した再

発を繰り返す脳底動脈先端部瘤であり、今後も再増大の可能性あるため当科外来にてフォロー

継続予定している。



S2-06 　
　急性頚部痛で発症した頚椎石灰沈着症の4例

Acute Neck Pain Caused by Calcium Deposition in the Cervical Spine: 4 Case Reports

福嶋 政昭, 安永 暁生

安永脳神経外科

頚部痛を訴えて来院する患者のなかにCTで頚椎周囲に石灰沈着を認めた症例を4例経験した。

その内訳は、crowned dens 症候群が2例（66才女性、72才女性）で、石灰沈着性頚長筋腱炎が

2例（61才男性、74才女性）である。

Crowned dens 症候群の2例は、主に頚部痛を主訴とし、頚椎CTで軸椎歯突起後面に石灰化像を

認めるが、頚椎MRIではわかりにくい。一方、石灰沈着性頚長筋腱炎の2例は、頚部痛に加え嚥

下時痛を伴うことが多く、頚椎CTで環軸椎前面に石灰化像を認め、頚椎MRIで頚椎前面の軟部

組織の腫大を認める。

頚椎石灰沈着症は頚椎単純レ線、MRIのみではわかりにくく、頚椎CTが有用である。Crowned

dens 症候群と石灰沈着性頚長筋腱炎の臨床症状、画像所見の違いを対比し、また、各々代表

例を提示する。


