
「外傷に伴う低髄液圧症候群」診断基準における撮像プロトコールと画像所見 

 

低髄液圧大基準 1.必須項目の硬膜のびまん性造影効果について 

 

1. Gd 造影 T1 強調画像 冠状断（可能なら軸位追加） 

撮像シーケンス：SE 法 （GRE 法は不可） 

スライス厚 5-8ｍｍ 

＊ 冠状断は小脳天幕の造影効果を判定するのに有用 

＊ さらに矢状断像を撮像するときは正中中心に 3-4mm 厚で撮像する。脂肪抑制を併

用し、上位頚椎レベルまで含めて撮像すれば、脊椎管内の硬膜肥厚も判定可能。 

造影法：Gd 0.1mmol/kg 静脈投与 

所見：びまん性の硬膜造影効果 

 

2. FLAIR （必須ではないが、可能ならば施行する） 

撮像法：FSE 法、スライス厚５－８ｍｍ 

所見：硬膜下水腫 

 

 

大基準３.髄液漏出の画像診断法について 

髄液漏出の画像診断法については確立された方法はない。現時点では CT myelography が、

空間分解能が高く、動態的な検査法で最も精度が高いと考えられるが、最適な撮像時間に

関する報告や検出率に関するまとまった報告はない。硬膜外漏出の screening には全脊椎

の撮像が必要となるため、複数回の撮像は被曝量が問題となる。ヨード造影剤を髄液腔に

投与するリスクもあり、screening 法としては非侵襲的とは言えない。 

RI cisternography は、１回のトレーサー投与で経時間的に撮像が可能であるが、周囲構造、

局所解剖の描出ができないため、硬膜外の髄液の漏出について単独では確定的な所見は得

られない。腎尿路系の早期排泄や２４時間後におけるＲＩの早期クリアランスについては

間接的な所見であり、その判定基準について確定的な報告はなく、本症に特異的な所見と

はいえない。 

MR myelography は非侵襲的な静態的診断法であるが、脳脊髄液に特異的でないことから、

単独では髄液漏出の確定診断にはならない。 

現時点では、MR myelography もしくは RI cisternography で髄液漏出が疑われた部位に

対し、さらに MRT2 強調画像（脂肪抑制併用）軸位像および Gd 造影 T1 強調画像（脂肪

抑制併用）軸位像による精査を追加する必要がある。 

MR による髄液漏出の screening と精査 

I. 漏出の screening 



 髄液漏出に関しては全脊椎を screening する必要がある。全脊椎の screening に

は、 MR myelography もしくは  RI cisternography が有用である。 MR 

myelography は、短時間で撮像可能なシングルショット FSE 法が推奨される。 

1. MR myelography  

撮像法：2D FSE 法（シングルショット）、３D FSE 法、3D SSFP 法 

＊ screening には撮像時間の短い 2D FSE 法（シングルショット）でよい 

＊ 撮像範囲：全脊椎（頚椎から腰椎、仙椎レベル） 

1. 冠状断（正面像）と矢状断（側面像） 

2. 「頚椎から胸椎レベル」、「胸椎から腰仙椎レベル」のように撮像可能な

FOV、脊椎の前弯、後彎、側彎にあわせて分割撮像する。 

所見：髄液の硬膜外漏出のスクリーニング 

 

II．髄液漏出の精査 

 RI cisternography や MR myelography で髄液の硬膜外漏出が疑われたレベルを精査

する。脊椎コイルもしくはさらに高い性能を有する専用コイルを用いる。 

 

2. T2 強調画像（脂肪抑制併用） 軸位像 

撮像部位：4,5,6 で髄液の硬膜外漏出が疑われた部位を中心に 

撮影法：FSE スライス厚 3-4mm 

脂肪抑制：CHESS 

所見：髄液漏出、拡張した静脈叢とも高信号 

3. Gd 造影 T1 強調画像脂肪抑制 横断像 

撮像部位：７．と同じ部位 

撮影法：FSE スライス厚 3-4mm 

脂肪抑制：CHESS 

造影法：追加投与の必要はない 

所見：髄液漏出と拡張した静脈叢の鑑別（髄液漏出は造影効果なし、拡張した静脈叢

には造影効果あり） 

 

 2.3 から髄液漏出が確実な場合 

４．T2 強調画像矢状断像 

６．７．から髄液漏出が確実な場合、漏出部位の脊椎高位が特定できるような T2 強調

画像矢状断像を施行する。ただし、上位頚椎レベルでの漏出で、３．４の撮像から脊

椎高位が特定できる場合は必要ない。 

注釈 

このプロトコールは低髄液圧症候群の診断のためのものであって、他の中枢神経疾患（脳



血管障害や腫瘍性病変、脱髄疾患等）や脊椎・脊髄疾患（退行変性による脊椎管狭窄症や

腫瘍性病変等）を診断するものではない。造影前に頭部 T2 強調画像、T1 強調画像、拡散

画像、MRA などを追加してもよい。 

 



解説 

 

表１ 低髄液圧症候群の画像診断 

 

目的と検査法   主な所見      

１．低髄液圧症候群の診断  

①MR   硬膜造影効果、硬膜下水腫、脊椎硬膜外静脈拡張 

１．髄液漏出の診断 

１）動態的検査法  

①CT myelography  造影剤硬膜外漏出 

②RI cisternography  RI 硬膜外漏出  

２）静態的検査法 

③MR myelography  広範囲の撮像に時間を要する。CSF 特異的ではない。 

④MR（ T2WI +Gd T1WI ） 局所解剖、その他の水分貯留や静脈叢との鑑別。 

 

 

I. 低髄液圧症候群の画像診断の目的と方法 

低髄液圧症候群の画像診断の目的は、１．低髄液圧症候群の診断及び２．髄液漏出も

検出にある。臨床レベルで脳脊髄液量や脳脊髄液圧を直接測定する画像診断法はない。脳

脊髄液減少症の診断については間接的な所見となる。髄液漏出については MR は静態的な

診断法で、RI cisternography や CT myelography は動態的診断法である。 

 

II. MR による低髄液圧症候群の診断 

１）びまん性の硬膜の Gd 造影効果 diffuse dural enhancement 

 Gd 造影 T1 強調画像（Gd TIWI）で硬膜に両側対称性に瀰漫性かつ連続性に造影効果

と硬膜の肥厚を認める。硬膜の造影程度は正常の静脈プール（海綿静脈洞や上矢状静

脈洞）と同程度に顕著に造影される。 

 硬膜の造影効果は天幕上のみならず、小脳テントから、後頭蓋窩硬膜にも連続して認

める。さらに、脊椎管内硬膜にも連続して増強効果を認めることがある。 

A) 正常でも Gd T1WI で頭蓋内硬膜に軽度の造影効果を認める。上矢状静脈洞周囲の

硬膜や、中頭蓋窩、小脳天幕などで認められる。正常硬膜の増強効果は硬膜の肥

厚を伴わず、線状で滑らかで薄く、不連続で、正常静脈ほど強く造影されない。 

 軸位断像の他に全体の冠状断像や正中矢状断像を加えることによって、造影効果のび

まん性進展がより明瞭となる。 

 Gd 造影正中矢状断像は後述する上位頚椎レベルの硬膜外の静脈叢と髄液漏出との鑑

別に有用で、頚椎レベルの評価には硬膜外組織の脂肪組織（高信号）と鑑別するため



に、脂肪抑制法を併用が必須となる（脂肪組織が低信号化）。 

 T1WI の撮像法については通常の スピンエコー（SE） 法が推奨される。エコー時間

（TE）の短いグラディエントエコー（GRE） 法 T1 強調画像では正常硬膜の造影効果

が強調されるので判定が困難となる。頭蓋内の硬膜の造影効果の評価には脂肪抑制法

を併用する必要はない。 

 肥厚した造影効果のある硬膜は FLAIR で高信号を呈する。これは後述する硬膜下水腫

とも関連する。造影できない症例では FLAIR が診断に有用である（硬膜下水腫の項を

参照）。 

 硬膜のびまん性の造影効果は治療による症状の経過とともに消失する。ただし症状の

経過と造影所見の消失時期についてはまだ明確にはなっていない。また、症状発現直

後の急性期においては硬膜の造影効果はまだ出現しないことがあり、急性期に硬膜の

造影効果がなくても典型的な症状があるときは、経過観察の MR が必要となる。 

 

２）硬膜下水腫 subdural effusion 

 Gd 造影効果及び肥厚を呈する硬膜に、硬膜下水腫をきたすことがある。硬膜下水

腫の内容は T2WI では脳脊髄液とほぼ同等の均一な高信号を呈する。T1WI では

低信号ではあるが、脳脊髄液よりも信号がやや高い。 

 FLAIR 法では脳脊髄液よりも高信号を呈するので、硬膜下水腫の診断には 

FLAIR が有用である。 

 硬膜下水腫は後頭蓋窩にも認めることがある。さらに脊椎管内硬膜下腔にも連続

する症例がある。 

 

３）頭蓋内皮質静脈の拡張、硬膜外静脈及び硬膜外静脈叢の拡張 

 頭蓋内皮質静脈に拡張を認めることがあるが、正常の皮質静脈の径には variation が大

きく診断の確定的な所見にはならない。後頭蓋窩では斜台背側の下錐体静脈の拡張を

認めることもある。 

 脊椎管内では硬膜嚢容積の減少に伴い硬膜外静脈叢（ T2 強調画像で高信号．造影 T1

強調画像で造影効果）や、硬膜外静脈の拡張（ T2 強調画像で flow void を呈するこ

とがある）を認めることがある。 

 

４）その他の MR 所見 

 小脳扁桃の下垂や脳幹の扁平化、下垂体前葉の腫大（上に凸）等が挙げられるが、い

ずれも硬膜の造影効果ほど顕著な所見ではなく、単独では本症の確定診断にはならな

い。 

 

 



III. MR による髄液漏出の診断 

 MR myelography とは heavily T2 強調画像により水成分を高信号に描出し、さらに周

囲の軟部組織（脂肪組織や筋組織）の信号抑制し、脳脊髄液を相対的に浮き出させて

描出する撮像法である。 

 MRmyelography の撮像法には、GRE （gradient echo） 法、 FSE （fast spin echo） 

法、SSFP 法に大別され、現時点では後 2 者が主流である。 

 MR myelography の撮像については、硬膜嚢と少量の髄液漏出の重なりを防ぐために

2D 法では複数方向からの撮像すること（冠状断と矢状断など）．3D 法では多方向か

らの最大値投影画像（ minimum intensity projection：MIP ）を作成し元画像でも評

価することが重要である。ただし screening には、短時間で撮像可能な２D FSE シン

グルショット法を用いる。 

 MR myelography で描出される高信号は、脳脊髄液に特異的ではなく、撮像範囲内に

ある水成分が高信号となって描出される可能性がある。GRE 法では周囲の静脈が描出

されるため、神経根の tractgraphy には有用であるが椎体周囲の静脈も高信号に描出さ

れ、髄液漏出に類似した所見を呈する。FSE 法では比較的緩徐な静脈血流も flow void 

となるため周囲の静脈叢は描出されない。SSS P 法でも周囲の静脈が高信号として描

出される可能性がある。 

 静脈血成分以外にも、椎間関節の退行変性や、椎体の異常信号、腎盂尿管内の尿．筋

組織や後腹膜の浮腫性変化も高信号に描出され、硬膜嚢と近接して投影されたときに

硬膜外髄液漏出と間違えられることがある。 

 従って MR myelography で髄液漏出が疑われた場合は、その部位について T2 強調画

像脂肪抑制横断像と Gd 造影 T1 強調画像脂肪抑制横断による他の水成分との鑑別や、

局所解剖、硬膜外静脈叢とも鑑別のための精査が必要となる。 

 脂肪抑制併用 T2 強調画像軸位断像で高信号の局在を確認し、脳脊髄液以外の他の水成

分による高信号の可能性を鑑別する。さらに髄液漏出と硬膜外静脈叢の拡張との鑑別

が必要となる。流速がある硬膜外静脈は T2 強調画像で flow void を呈するが、硬膜外

静脈叢レベルでは静脈血が停滞しているため高信号となる。従って MR myelography 

や脂肪抑制 T2 強調画像のみでは、拡張した静脈叢と硬膜外に漏出した髄液の鑑別がで

きない。 

 脂肪抑制造影 T1 強調画像では硬膜外静脈叢は静脈プールなのでほぼ均一な造影効果

を示すが、髄液漏出部位には造影効果は認めない。ただし反応性に周囲に血管増生や

拡張はあると、淡い造影効果をきたすことがある。 

 

 

 


