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日本神経外傷学会「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会
の報告について

拝啓
　時下，益々御清祥のこととお慶び申し上げます．平素から多岐にわたりご指導をいただいており
ますこと厚くお礼申し上げます．
　さて，標記のごとく「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会として報告の論文を掲載させて
いただくことができました．そこでここに若干の説明をさせていただきます．
　既に当学会 HP には本作業部会による「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断に関する考え方
について公表されています．その内容は第 30 回日本神経外傷学会（仙台）での本作業部会からの報
告と質疑を経たものであり，診断についての基本的な道筋が記載されています．しかし，そこには
例えば，画像診断については検討中である旨などとあって，未だに確たる診断基準には至っていな
いことが理解されます．
　そこで、その後も検討を重ねた結果，作業部会ならびに文献検討委員会で得られた有為な議論を
論文としてまとめることと致しました．議論の中核には「“頭部外傷に伴う低髄液圧症候群”たる
clinical entity とは何であるか」が問題であり，引き続き実務にあたる臨床家としては治療法こそ焦
眉のテーマであるということです．作業部会では前者に一定の見解が得られれば，後者へと駒を進
めたく思います．この度，学会機関誌 30 巻の本号に掲載できましたものは専ら前者の議論に資する
論文です．実際のところ，我々の議論は相当程度に煮詰まってきてはいるものの，最終的に形式を
整えた「報告書」としての体裁には至っていません．したがって，ここでは報告書的な位置づけで
はありますが，先の煮詰まった議論について各著者の責任の範囲内でまとめていただいたというも
のであります．
　いずれの論文も“頭部外傷に伴う低髄液圧症候群”とは何かについて考察するものです．その意
味で，島論文では歴史的，包括的な観点から，土肥論文，川又論文では国内外からの情報を分析し
た観点から，井田論文では神経放射線医学的な観点からの議論が展開されています．HP に述べられ
ているように，神経放射線医学的な討論が重要な課題として残されていたことから，井田論文は診
断基準を詰めていく上で大きな意義を有するものです．
　以上，本作業部会委員会として関係論文の意義などについて説明をさせていただきました．作業
部会では 頭部外傷に伴う低髄液圧症候群 について引き続き討論を進めていきたく思います．会員
各位におかれましては，今後とも宜しく御指導．御鞭撻を賜りますようここにお願い申し上げます．
最後になりましたが，時節柄どうか御自愛専一になされますよう，また会員各位の一層の御健勝と
御発展を心からお祈り申し上げます．
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Spontaneous intracranial hypotension (SIH) has become a well-
recognized syndrome.  However, diagnosis of SIH is still challeng-
ing.  The problem with SIH is that the precise mechanism of cerebro-
spinal fluid (CSF) leakage remains largely unknown and there is no
only definite criterion in the diagnostic imaging. 

In this report, the author reviews on the pathophysiology of CSF
leakage, clinical symptoms, findings of imaging studies, diagnostic
criteria, and management of SIH.

The author mentions current controversy about the diagnostic
criteria for patients managed as a posttraumatic CSF hypovolemia
in Japan, and proposes the most adequate diagnostic criteria for CSF
leaks and SIH.
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原　　著

Ⅰ． はじめに

腰椎穿刺後に脳脊髄液（CSF）の漏出に伴う髄液圧

の低下による頭痛が高頻度に起こることは古くから

知られていたが，Schaltenbrandは 1938年に独文で，

1953年に英文で，腰椎穿刺も外傷歴もない原因不明

の ICP低下による起立性の頭痛を“spontaneous aliquor-

rhea”として初めて報告した 19）．以来，多くの症例が

さまざまな名称を用いて報告されてきたが，1983年

に Murrosらが初めて用いた“spontaneous intracranial

hypotension”（SIH: 特発性低髄液圧症候群）が 17），低

髄液圧の原因がはっきりしない本疾患に適した名称

として最も一般的に用いられてきた（表１）．

SIHは，稀な疾患とされてきたが，1991年にMokri

らによって，頭部MRIでガドリニウムにより硬膜が

びまん性に造影される特徴的所見が報告されると 12），

多数の症例が報告されるようになり，本疾患の全体

像が少しずつ明らかになってきた．まず，1990年代

前半に，頭部MRIの①ガドリニウムによる硬膜増

神経外傷Vol.30 No.1 2007

「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会報告

表１ 低髄液圧症候群の疾患名の変遷

疾患名 命名者（年）

spontaneous aliquorrhea Schaltenbrand G (1938)

low CSF pressure syndrome Bell WE, et al. (1960)

primary CSF hypotension Teng P, et al. (1968)

spontaneous intracranial hypotension Murros K, et al. (1983)

spontaneous low CSF pressure headache Baker CC (1983)

spontaneous liquoral hypotension Molins A, et al. (1990)

spontaneous spinal CSF leaks Shievink WI (1998)

CSF hypovolemia Mokri B (1999)
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強，② 硬膜下液体貯留，③ 脳の下垂の 3所見が，

SIHの特徴的所見として診断に利用されるように

なった 18）．1990年代後半には，脊髄レベルでの CSF

の漏出が，RI脳槽造影，CTミエログラフィー，脊

髄MRIの各画像診断で確認され，SIHの発症機序と

して CSFの漏出説が有力となった 20）．しかし，各画

像検査での CSF漏出の検出率は60%程度と低いこと

が 5,13,29），脊髄での CSF漏出が SIHの原因であるとし

つつも，検出率が比較的高い頭部MRIの硬膜増強や

RI脳槽造影の早期膀胱集積のような間接的な所見

が，SIHの確定診断に用いられる要因となった．ま

た Mokriは，それまで報告された 80例を検証して

SIHを4型に分類した 14）（表２）．彼は，低髄液圧，起

立性頭痛，MRIの硬膜増強の特徴がみられる典型例

以外に，低髄液圧や頭痛のみられないものもあるこ

とを指摘し，本疾患の病態の本質を CSFの漏出によ

る CSFの減少と考え“CSF hypovolemia”（脳脊髄液減

少症）という名称を提唱した．Mokriの報告は，典型

例以外の発生頻度に言及していないため，結果とし

て非典型例を安易に認めたこととなり，その後の診

断基準の乱用の一因になったと思われる．わが国で

は，難治性の外傷性頸部症候群（いわゆるむち打ち

損傷）の原因を外傷による硬膜損傷に起因する髄液

減少と考えるグループが，Mokriの診断基準を適用

して症例を重ね，2003年第 1回脳脊髄液減少症研究

会を発足させた．以来わが国では，脳脊髄液減少症

の名称がマスコミを含め広く利用されているが，

Mokri自身は，現在は主として“spontaneous CSF leaks”

（特発性髄液漏出症）の名称を用いている 15）．

一方治療では，1970年代に腰椎穿刺後頭痛の治療

法として確立されていた硬膜外自家血パッチ（EBP,

epidural blood patch）が，SIHにも応用されるように

なり，1990年代後半には有効な治療法として定着し

た 21）．2004年，国際頭痛学会の頭痛分類委員会は，

これまで明らかになった SIHの画像所見などを踏ま

えて，髄液漏出という直接的な画像所見を必ずしも

必要としない診断基準を発表した 6）（表３）．しかし，

SIHの発症機序や病態の詳細は依然として未解明の

ままであり，多彩な臨床症状や画像所見は，現在も

なおわが国に SIHの診断と治療をめぐる大きな混乱

をもたらしている．

本稿では，SIHの診断から治療まで本疾患の病態

と疾患概念について，現在も続く混乱の要因に関す

る考察も交えて概説する．

Ⅱ． 病　　因

SIHの病因の詳細はまだ明らかになっていないが，

脊髄での髄液の漏出が原因であることには間違いな

いようである．髄液漏出の原因として，しりもちや

ストレッチ運動等の軽微な外傷やMarfan症候群など

の結合組織疾患による硬膜の損傷が指摘されている．

表２　Mokriの分類 13）

Type
起立性 MRI所見

低髄液圧頭痛 硬膜増強 脳の下垂 硬膜下水腫

I（典型） ＋＋ ＋ ± ± ＋

II（正常圧） ＋＋ ＋ ± ± －

III（正常硬膜） ＋＋ － ± － ±

IV（頭痛なし） － ＋ － ± ＋

表３　国際頭痛学会・頭痛分類委員会による診断基準 6）

（2004）

Ａ．頭部全体および／または鈍い頭痛で，座位または立位を
とると15分以内に増悪し，以下のうち少なくとも１項
目を有し，かつＤを満たす
１．項部硬直　　　　２．耳鳴　　　　　３．聴力低下
４．光過敏　　　　　５．悪心

Ｂ．少なくとも以下の１項目を満たす
１．低髄液圧の証拠を造影MRIで認める
（硬膜の増強など）
２．髄液漏出の証拠を通常の脊髄造影，CT脊髄造影
または脳槽造影で認める

３．座位髄液初圧は60 mmH2O未満

Ｃ．硬膜穿刺その他髄液漏の原因となる既往がない

Ｄ．硬膜外血液パッチ後，72時間以内に頭痛が消失する
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Schievinkによれば，SIHの結合組織疾患合併頻度は

16～ 38%，Marfan症候群の合併頻度は 17～ 20%と

かなり高度である 20）（本邦での報告はない）．こうし

た事実から，脊髄 root sleeveの解剖学的脆弱性が，

髄液漏出の主原因であろうと考えられている．しか

し，脊髄軟膜の脆弱性に関する実験的研究によれば，

脊髄軟膜のなかで最も脆弱な後根侵入部の破断ひず

みは 0.3～ 0.4で，脊髄損傷のレベルに等しい 8）．し

たがって，結合組織疾患がないような成人の脊髄軟

膜が，いわゆるむち打ち損傷程度で障害されること

は考えにくい．

SIHの病態を考える上で重要な髄液循環に関して

も，最近新知見が得られている．本稿では詳細な記

述は省くが，脊髄後根部からもかなりの量の髄液が

吸収されていることが判明している 9）．SIHの病態の

本質である脊髄での髄液の漏出は，硬膜裂傷による

漏出だけでなく，髄液の吸収異常による可能性も考

えられる．最近，髄液循環動態を観察できる新しい

MRIの撮像法（Time-SLIP法）も開発されており，今

後の病因・病態解明への貢献が期待される．

Ⅲ． 診断と治療の変遷

SIHに現在でも「特発性」を冠する名称が使用され

ているように，その診断と治療は，いまだ確立され

ているわけではないが，本疾患の現在の混乱を理解

するためには，現在支持されている病態の本質とも

いうべき脊髄レベルでの髄液漏出の画像所見に先行

した診断と治療の変遷を知る必要がある．

SIHの診断と治療の歴史は，古典的な疾患概念に

基づく 1960～ 1980年代と，MRIによる画像診断と

EBPによる治療が確立した1990年代以降に大別する

ことができる．1980年代までの SIHの疾患概念は，

①硬膜損傷の既往のない自然発症例である，②起立

性頭痛がある，③ 低髄液圧（600 mmH2O以下），④

硬膜水腫の合併がみられる，⑤ RI脳槽造影で早期膀

胱集積がみられる，⑥通常は 2週間から数ヵ月で自

然寛解するが，頭痛遷延例には EBPが有効である，

であった．Schaltenbrandは SIHの発症機序として，

①脈絡叢による髄液産生の低下，②くも膜絨毛の髄

液吸収の亢進，③硬膜裂孔からの髄液漏出の 3つの

可能性を挙げたものの，髄液産生能の低下が最も考

えられると推測した 19）．その後 1976年 Labadieは，

初めて RI脳槽造影を診断に施行し，明らかな漏出部

位は認められなかったものの，急速な RIのクリアラ

ンス（膀胱集積）を示したことから，髄液の吸収亢進

あるいはなんらかの漏出であるとした 10）．その後

Molinsらも，RI脳槽造影で漏出部位が確認できな

かったため，髄液の吸収亢進が SIHの原因であろう

と推測した 16）．このように SIHの診断は，1990年代

にMRIによる特徴的な所見が明らかになるまでに，

RI脳槽造影の早期膀胱集積で診断を確定して EBPの

治療を行うという，現在わが国で問題になっている

診療スタイルが1980年代に確立してしまった．また

MRIによる画像所見に関しても，稀に起立性頭痛を

有しながらも慢性期に低髄液圧が代償されてしまう

と髄液漏出像以外の低髄液圧に起因した二次的な変

化は認められなくなることがあり 13），このことも診

断に混乱を招く一因となった．

Ⅳ． 臨床症状

SIHの発症時における病態の本質は，突然の低髄

液圧である．通常，髄液圧が 50～ 90 mmH2O以下に

なると頭痛を生じるとされているが 24），起立時に脳

が重力によって下垂する際に，硬膜や脳表の血管，

静脈洞などの痛覚感受性組織の牽引や頭蓋内圧低下

に伴って生じる代償性の血管拡張などによって頭痛

が生じると考えられている 14）（図１）．SIHは，頭痛以

外にも非特異的に多彩な臨床症状が認められるが 3）

（表４），多くは低髄液圧に伴う脳神経の牽引が誘因

と考えられている．しかし，SIHの頭痛に伴う多彩

で非特異的な臨床症状は，外傷性頸部症候群の慢性

難治期にみられる Barré-Liéou症候群（後頸部交感神
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経症候群）の臨床症状にも類似しているため 7），篠永

らは外傷性頸部症候群の難治例は SIHが原因してい

ると考え，「外傷性低髄液圧症候群」を提唱した 25）．

しかし，髄液漏出などの病態に関する検証もなく症

状の類似性だけで同一視するのは問題と言わざるを

得ない 1）．

Ⅴ． 画像所見

SIHの特徴的画像所見とその検出率を表５に示す
5,13,22,23,29）．検出率が80%を超えるのは，造影頭部MRI

による硬膜増強効果と脊髄 MRIの静脈叢拡張であ

る．いずれも図１に示すように低髄液圧に対する

Monro-Kellie hypothesisに基づく容量の代償による二

次的な変化である．SIHの直接的所見である髄液漏

出の検出は，これまでの報告では，RI 脳槽造影，CT

ミエログラフィー，脊髄MRIのいずれも60%前後で

低率とされ，髄液漏出所見だけでは診断に不十分な

ため，髄液漏出以外の様々な画像所見が診断に有用

とされてきた．しかし，最近の主要 5論文における

脊髄MRIでの検出率は 88%の高率であり 23），著者の

経験からも，本疾患の確定診断には，侵襲性の低い

頭部と脊髄のMRI検査だけで十分と考えられる．

図１　臨床症状の発症機序

DBC: dural border cell（硬膜の最内側にあり血液脳関門がなく脆弱な層）
（Mokri B 14）を改変）

表４　臨床症状と頻度 3）

臨床症状　 病　態 頻　度

頭痛 髄膜・血管の牽引 100%

悪心・嘔吐 髄膜の刺激 38%

複視 外転神経の伸展 30%

聴力障害 聴神経の伸展 20%

頸部痛 脊髄根部牽引 18%

視野欠損 視神経・視交叉伸展 12%

回転性めまい 内耳迷路内圧減少 8%

表５　低髄液圧症候群の特徴的画像所見と検出率 5,13,22,23,29）

検査法 特徴的所見 検出率（引用論文）

硬膜増強 80%（21）

頭部MRI 脳の下垂 40%（21）

硬膜下液体貯留 50%（23）

脊椎静脈叢拡張 85%（22）

脊髄MRI 硬膜下液体貯留 70%（22）

髄液漏出 50%（22），88%（24）

円蓋部集積遅延 65%（21）

RI脳槽造影 早期膀胱集積 43%（21）

髄液漏出 55%（20），52%（21）

CTミエログラフィー 髄液漏出 67%（20）
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Ⅵ． 画像診断の問題点

現在の混乱の最大の要因は，画像診断にある．そ

の原因として，①表５に示すように髄液の漏出所見

をはじめ特徴的所見がすべてそろう例が少なく，一

部の特徴的所見が欠如していても SIHを否定できな

いこと，②漏出部位を同定するための脊髄MRIの撮

像法が標準化されていないため，静脈や関節液を漏

出像と誤診する可能性があること 23），③ RI脳槽造影

の検査自体に偽陽性所見の問題があること，④頭部

MRIの特徴的所見に評価基準がないこと，などが考

えられる．

RI脳槽造影による特徴的所見として診断に使用さ

れている髄液漏出と早期膀胱集積像は，いずれも偽

陽性になる可能性がある．通常の RI脳槽造影時の腰

椎穿刺に使用されているQuinckeの22～ 25ゲージ針

では，1/4以上の患者に腰椎穿刺によって髄液漏出を

生じる可能性がある 27）（表６）．また早期膀胱集積は，

正常でも症例により認められることがあり，1時間

以内の集積を異常所見とすべきとする報告もある 28）．

また，早期膀胱集積は，漏出部位からの RIの早期ク

リアランスによると考えられているが，膀胱集積が，

髄液の漏出量を反映しているのであれば，むしろ早

期膀胱集積所見の陽性例ほど髄液の漏出像が確認さ

れなければならないことになる．著者は，侵襲性で

空間分解能の低い RI脳槽造影は，MRI検査が普及し

た現在，SIHの第一選択の検査として使用するべき

ではないと考えている．

頭部MRIの特徴的所見としては，前述した①ガド

リニウムによる硬膜増強，②硬膜下液体貯留，③脳

の下垂の3所見に，④静脈の拡張，⑤下垂体の腫大

を加えた 5項目が主要所見に挙げられている 4）．

Pannulloらは，脳の下垂の定量方法を報告している

が 18），硬膜増強，静脈の拡張および下垂体の腫大な

どの所見には，どの程度から陽性とするか明確な基準

がない．多くの報告では，治療による症状改善後の画

像の変化をもって陽性と判断している．確実な診断の

ためには，所見毎の診断基準も必要と思われる．

Ⅶ． 診断基準

2004年に公表された国際頭痛学会の診断基準は 6），

治療の EBPが診断基準に含まれているため，EBPの

有効性を診断のために確認することになり，診断的

治療が助長される結果となった．また，各検査法と

その画像所見には，前述したように診断の有用性や

検出率に相違があり，同じように扱うことはできな

い．こうした考えに基づいて，著者らは，新しい診

断基準を，2006年度の日本脳神経外科学会総会の

SIHに関する特別シンポジウムと 2007年の国際頭蓋

内圧シンポジウムに発表した 23）（表７）．現在，日本

表６　各種の腰椎穿刺針と穿刺後頭痛の頻度 27）

腰椎穿刺針
穿刺後頭痛頻度（%）

先端のデザイン ゲージ

Atraucan 26 2.5～ 4.0 %

Sprotte 24 0～ 9.6 %

Whitacre 25 0～ 14.5 %

22 36 %

Quincke 25 3～ 25 %

26                  0.3～ 20 %

表７　診断基準（日本神経外傷学会案）23）

前提基準
１．起立性頭痛（15分以内に増悪する）

２．体位による症状の変化

大 基 準

小 基 準

１．びまん性の硬膜増強（造影MRI）

２．髄液の漏出（脊髄 MRI，CTミエログラ
フィー，RI脳槽造影）

３．低髄液圧（60 mmH2O以下）

１．脊髄髄膜憩室あるいは液体貯留（脊髄MRI）

２．静脈の拡張（頭部MRI，脊髄MRI）

３．大脳弓隆部の集積遅延・早期膀胱集積（RI
脳槽造影）

４．硬膜下液体貯留（頭部MRI）

５．小脳扁桃の下垂および脳幹の扁平化（頭部
MRI）

６．下垂体の腫大（頭部MRI）

〔前提基準1項目〕＋〔大基準1項目以上〕または〔小基準3項目
以上〕で低髄液圧症候群と診断する
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神経外傷学会のホームページ〈http://www.neurotrau-

matology.jp〉で公開されている診断基準には，小基

準は記載されていないが，大基準のいずれも欠如し

ている患者は，Mokriの拡大分類でも III型の患者の

みであり 13），大基準のみでも診断に漏れる患者はき

わめて少ないと考えられる．

Ⅷ． 治　　療

保存的治療が原則で，3/4の患者は 2週間の安静，

輸液と十分な水分摂取で治癒する 25）．保存的治療で

治癒しない場合，有効な治療とされているのが EBP

である．EBPの有効率は，最初の EBPで 85～ 90%，

繰り返すことによって 98%の患者に有効とされてい

るが 2,11），本邦では著効例以上の有効率が 23%で，

国外の63%と比べきわめて低い 23）．EBPでは，通常

10～ 20 mlの自家血が注入されるが，12 mlの注入で

注入部位より6椎体上行し，3椎体下行するとされて

いる 26）．髄液漏出が好発部位とされる頸椎～上部胸

椎に局在する場合，EBPの穿刺部位をどこにすべき

か検討する必要がある．わが国での混乱の状況を考

えると，保存的療法に対する EBP療法の有効性に関

する多施設ランダム化対照試験が早急に必要であろ

う．

Ⅸ． おわりに

著者が2007年 7月の国際頭蓋内圧シンポジウムに，

わが国における SIHの診断と治療に関する社会的混

乱を報告したところ，米国でもわが国ほどではない

ものの，同じような混乱があるとコメントがあった．

SIH患者を確実に診断して治療することは当然で

あるが，逆にキアリ奇形患者を SIHと診断して治療

するような愚は避けなければならないだろう．
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Intracranial hypotension (IH) is a rare condition caused by leakage
of cerebrospinal fluid (CSF).  Recently, a small number of clinicians
have proposed a new concept about IH following minor head injury.
They suggest that many of their patients with IH can be successfully
treated with epidural blood patch therapy.  They also argue that
some patients with post-traumatic cervical syndrome and general
fatigue syndrome suffer from IH following minor head injury.
Consequently, IH following minor head injury was widely recog-
nized and dealt with as a social problem in Japan.  On the other
hand, pathophysiological aspects of the condition as well as the
provisional criteria to describe this clinical entity remain to be eluci-
dated.  In 2006, the Japan Society of Neurotraumatology performed
a questionnaire survey asking 44 hospitals belonging to trustees of
this society about IH following minor head injury.  This paper
provides a report of the outcomes of this survey.

The response rate to this questionnaire was 57% (25/44).  Fifty-six
percent of respondents did not have experience of IH following
minor head injury.  Moreover, respondents' criteria for describing
this disease differed greatly, especially in the radiological examina-
tions and symptoms for the diagnosis of this entity which showed
significant variation.  These problems might originate from the
general features of this disease. With the exception of postural
headache, the symptoms of this disease varied enormously.  This
wide range of symptoms confused with the pathophysiolosies of a
great many similar conditions.  As such, clarifications of the patho-
physiological characteristics of IH following minor head injury,
together with consensus on specific criteria to describe the condi-
tion, are required.

In conclusion, the results of this survey revealed many serious
scientific and social problems associated with the diagnosis and
treatment of intracranial hypotension following minor head injury.
Scientific study including the performing of randomized controlled
trials, is important if agreement is to be reached on the proper iden-
tification of this clinical entity.
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Ⅰ． はじめに

低髄液圧症候群は以前より髄液の漏出により引き

起こされる病態として知られていた 1,2）．しかし，現

在，本邦では軽微な頭部外傷後に起こる　頭痛，頸

部痛，めまい，耳鳴り，視機能障害，倦怠，易疲労

感，さらには多くの“多彩な随伴症状”と表現される

多くの症状が本疾患に起因しているといった，新し

い概念が一部の医師らを中心に提唱され 5），この新

たな疾病概念は医学的見地のみならずマスメディア

にも取り上げられて社会的な見地からも注目されて

いる 6）．その結果，全国で本疾患をめぐる訴訟が相

次ぎ混乱が生じている．

日本神経外傷学会では頭部外傷に伴う低髄液圧症

候群作業部会を発足させ，「頭部外傷に伴う低髄液圧

症候群の診断に関するガイドライン」の作成と頭部

外傷に伴う低髄液圧症候群に関する文献検討を行っ

てきた．そして，本号の発刊に先駆けて学会ホーム

ページにおいて「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群の

診断に関するガイドライン（案）」を公表した 3）．本作

業部会発足に先立って第29回日本神経外傷学会会長

（有賀徹，現作業部会委員長）を中心に，本邦におけ

る頭部外傷に伴う低髄液圧症候群に関する治療の実

情について把握するために，本学会の世話人の所属

する施設に対して症例数や診断方法を中心にアン

ケート調査を行った．本稿では，このアンケート調

査の結果について報告する．

Ⅱ． 方　　法

1． アンケート調査方法

アンケート調査は 2006年 2月に第 29回日本神経

外傷学会会長（有賀徹）より，神経外傷学会の世話人

（現在の理事）が所属する施設（全 44施設）に対して

郵送形式で行われた．その内容は各施設における低

髄液圧症候群の治療経験や診断方法，さらには「頭

部外傷に伴う低髄液圧症候群」に対する意見などで

ある．回答率は57%（25施設）であった．

2．アンケート調査項目

（Ⅰ）低髄液圧症候群について以下の（1）～（3）を満た

す症例について，貴施設における各々の症例数

をご回答ください．

（1） ・慢性起立性頭痛がある．

・硬膜の増強などを造影MRIで認める．

・髄液漏出の証拠を脊髄の造影MRIないし CT

で認める．

（1-a）（1）に該当する症例の貴施設での症例数 （ ）例

（1-b）（1-a）のうち頭部外傷に伴うと思われるもの （ ）例

（1-c）（1-a）のうち最近1年での症例数 （ ）例

（1-d）（1-c）のうち頭部外傷に伴うと思われるもの （ ）例

（2） ・慢性起立性頭痛がある．

・髄液穿刺による初圧が60 mmH2O未満．

・髄液漏出の証拠を脳室造影にて認める．

（2-a）（2）に該当する症例の貴施設での症例数 （ ）例

（2-b）（2-a）のうち頭部外傷に伴うと思われるもの （ ）例

（2-c）（2-a）のうち最近1年での症例数 （ ）例

（2-d）（2-c）のうち頭部外傷に伴うと思われるもの （ ）例

（3） ・頭痛がある．

・髄液漏出の証拠を脳槽造影にて認める．

（3-a）（3）に該当する症例の貴施設での症例数 （ ）例

（3-b）（3-a）のうち頭部外傷に伴うと思われるもの （ ）例

（3-c）（3-a）のうち最近1年での症例数 （ ）例

（3-d）（3-c）のうち頭部外傷に伴うと思われるもの （ ）例

（Ⅱ）「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断におい

て，次の項目についての貴施設の基準をご回答

ください．

（1） 頭痛について

①起立性頭痛

②単なる頭痛

③頭痛を取り上げる必要なし

（2） 硬膜増強について

①診断基準に入れている

②診断基準には入れていない

（3） 髄液圧の測定について

①行う

②行わない

（4）「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」について

画像診断には何を用いていますか．

（5） 何に拠って髄液漏出を診断しますか

（Ⅲ）上記以外に「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」に

関する御意見がございましたらお寄せください．
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Ⅲ． 結　　果

（Ⅰ）「低髄液圧症候群」および

「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」の症例数

頭部外傷に伴うものかどうかにかかわらず，低髄

液圧症候群の治療を実際に行っている施設は11施設

（44%）であり，治療経験年数は 2～ 30年であった

（Fig.1）．回答のあった 25施設のうち 14施設（56%）

では頭部外傷に伴うか否かにかかわらず，低髄液圧

症候群の経験症例数が無いとの結果であった．

（Ⅰ）の各質問に関する調査結果の詳細については

Fig.2に示す．

低髄液圧症候群の治療経験があると答えた11施設

のうち頭部外傷に伴う低髄液圧症候群の割合は施設

間で非常に大きな開きが認められた（Fig.2）．具体的

には経験した低髄液圧症候群症例のすべてが頭部外

傷に伴う症例であるとする施設がある一方で，頭部

外傷に伴う症例が 1例もないとする施設もあった．

また，「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」を経験して

いる施設は全部で7施設であった．

低髄液圧症候群の治療経験があると答えた11施設

の経験症例数は 1～ 5例が 6施設，6～ 9例が 1施

設，10例以上が 4施設であり最も症例数が多い施設

では 81例であった．また，「頭部外傷に伴う低髄液

圧症候群」治療経験がある7施設のうち多くの施設が

最近 1年の経験症例が多かったことから，近年の低

髄液圧症候群を取り巻く情勢の変化が医療現場にお

ける診断と治療に少なからず変化をもたらしている

ことが示唆された．

Fig.1 Experiences of intracranial hypotension syndrome in
responding hospitals.

Fig.2   次頁へ→
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Fig.2 Numbers of patients with intracranial hypotension syndrome.

Results for patients with a head injury are shown on the right side, while results for
all patients are shown on the left.  Results are classified according to diagnosis,
types of headache and results of radiological examination used as criteria.
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（Ⅱ）「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断方法

（Ⅱ）の質問に関する調査結果についての詳細を Fig.3

に示す．低髄液圧症候群に伴う頭痛については，無

回答だった1施設を含めた2施設を除いて，ほとんど

の施設が起立性頭痛を診断の根拠としていた．MRI

における硬膜の増強所見については 5施設（21%）が

“増強が無くても良い”としていた．髄液圧の測定に

ついては“髄液圧の測定を行う”とする施設は 12施

設（48%），“髄液圧の測定を行わない”とする施設は

13施設（52%）と回答が分かれた．

使用する画像診断についてはMRIが20施設と最も

多く，以下 RIシンチグラフィー（6施設），脳槽造影

CT（2施設），脊髄造影 CT（2施設）と続いた（Fig.4）．

髄液漏出の診断根拠については RIシンチグラフィー
Fig. 3 Methods of diagnosis with intracranial hypotension
syndrome used in hospitals.

Fig.4 Type of radiological diagnosis of intracranial hypo-
tension syndrome in hospitals.

Fig.5 Method of diagnosis of CSF leakage in patients with
intracranial hypotension syndrome in hospitals.
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が 13施設と最多であり，MRI（9施設），脳槽造影

CT（9施設）であった．その一方で髄液漏出の画像診

断を行わないと回答した施設もみられた（Fig.5）．

（Ⅲ）「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」に関する意見

各施設から多くの意見が得られた．これらの回答

については「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」を実際

に経験し治療を行っている施設と経験していない施

設で二分化されていた．それぞれの立場で共通して

いる意見は以下のとおりである．

（Ⅲ-1）「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」の治療を

行っている施設からの共通した意見

● 実際には症状が多彩であり，画像診断の陽性率

も高くないので画像所見は参考程度にするべき

である．

● 実際には低髄圧を示す症例は少ない．

● 本疾患は軽微な外傷で生ずる．

（Ⅲ-2）「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」の治療を

行っていない施設からの共通した意見

● 診断基準が曖昧なまま安易に診断することは危

険である．（明確な診断基準が必要）

● 他の類似疾患との鑑別が重要である．

● 低髄液圧症候群は存在するが外傷に伴うものは

非常に少ない．

● EBMの確立が必須である．

なかには「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」自体が

存在しないといった意見もあった．

Ⅳ． 考　　察

本邦における「頭部外傷における低髄液圧症候群」

に関して，本学会の世話人の施設に対して行ったア

ンケート調査の結果について報告した．

今回のアンケート結果では，「本症候群自体が実際

には存在しない」とする施設から「ほとんどすべての

低髄液圧症候群が頭部外傷に起因していた」とする

施設まであり，現時点において「頭部外傷における

低髄液圧症候群」の治療を実際に行っていない施設

と積極的に行っている施設とが存在している現状が

明白に示された．

本症候群の治療を行っていない施設においてはエ

ビデンスの不足，診断基準の曖昧さ，他の類似疾患

との鑑別が困難なことなどが本症候群の問題点であ

るとする意見が多かった．また，実際に治療を行っ

ている施設においては診断方法や画像診断法での施

設間の相違が大きく，本疾患の診断の難しさが浮き

彫りとなった．このような診断方法に関する相違は

本症候群の疾病概念の確立や病態生理の解明がいま

だ十分ではないことに起因している可能性が大きい

ことが示唆される．このような施設間の相違をなく

さない限り正確な患者数の把握のみならず，更には

epidural blood patchを含めた本疾患の正確な治療効果

の判定も不可能であると思われる．特に起立性頭痛

などの本症候群の特徴的な症状以外の多彩な症状に

よる診断は，いわゆる“鞭打ち症候群”や“慢性疲労

症候群”などを含めて他の多くの疾患と極めて類似

している 4,5）．したがって，その鑑別はきわめて難し

いのが実際のところである．一部のガイドラインに

は鑑別診断すべき疾患として多くの類似疾患につい

て25疾患以上もの類似疾患について記載しているも

のの，具体的な鑑別方法が書いているわけではなく，

その鑑別を行うことは極めて困難と考えられる 5）．

そのような複雑な病態の中で曖昧な診断基準による

本症候群の診断は，いたずらに疑診例を増加させる

恐れがあることが懸念される．その結果，本症候群

における診断法や治療法などにおけるエビデンスの

確立がより難しくなることは明らかである．

本症候群の患者に対してより良い医療を提供する

ためには，今回のアンケートの結果を踏まえて，多

くの現場の医師が納得できる科学的根拠に基づく診

断基準の確立と，その基準による更なるエビデンス

の確立が必須であることが明確となった．本邦にお

いて日本神経外傷学会は神経外傷に関して，学術的

に中心的な役割を有しており，それらの疾病や患者

に対しての社会的責任を担っているといっても過言
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ではない．今後，本学会を中心として本症候群に関

連する他の専門学会と積極的に協力して本症候群の

病態や治療について科学的な側面から明らかにして

いく必要があると思われる．

Ⅴ． ま と め

1）神経外傷学会の世話人（現在の理事）施設（全

44施設）に対して，“頭部外傷に伴う低髄液圧

症候群”に関するアンケート調査を行った．

2）現時点において「頭部外傷に伴う低髄液圧症候

群」の治療を経験してない施設と行っている施

設とでは，経験症例数から診断方法および治療

のみならず本疾患の考え方にいたるまで大きな

差異を認めた．

3）このような施設間の相違を生じた大きな原因と

して，本疾患の疾病概念や病態生理の解明が不

十分であること，ならびに本疾患の類似疾患と

の鑑別が困難であることが想像された．

4）今回のアンケート調査の結果より，現在いろい

ろな意味で話題となっている「頭部外傷に伴う

低髄液圧症候群」という clinical entityに関して，

大多数の医師のコンセンサスを得るには，本疾

患の病態解明や，診断法，治療法などのエビデ

ンスを確立することが重要である．
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原　　著

Ⅰ． はじめに

低髄液圧症候群それ自体は，脳神経外科医ならば

誰しも経験したことがある病態であり，決して稀な

疾患ではない．しかしながら『外傷に起因した』低髄

液圧症候群に限ると，日本神経外傷学会が行ったア

ンケート調査結果では 1例も経験したことがない施

設が 84%に上る 5）．アンケートからは，『外傷性』で

あるという診断は一部少数の施設でなされ，集中的

に治療が行われている現状が明らかになった．この

事実は，診療施設によって疾患概念そのものが異

なっている可能性を示唆している．

神経外傷Vol.30 No.1 2007

「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会報告
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ある疾患がどのような概念で捉えられているかを

明らかにするには，報告されている論文の中で，症

状，診断方法，治療，転帰などがどのように述べら

れているかを検討するのが最もスタンダードな方法

である．『頭部外傷に伴う低髄液圧症候群に関する作

業部会』でも，これを目的に論文の検証作業を行っ

た．その結果を報告する．

Ⅱ． 方　　法

（1）論文の抽出

論文検索データベースである『医学中央雑誌』と

『PudMed』を利用し，検索ワード『低髄液圧症候群

（ intracranial hypotension）』『脳脊髄液減少症（CSF

hypovolemia）』で抽出した．この作業は2006年に行っ

ており，2006年以前の論文を対象にした．2007年の

論文は含まれていない．日本では入手困難な論文な

どもあり，最終的には，301論文の検討を行った．

このように全ての論文を網羅しているわけではない

が，疾患概念の一般的な考え方を明らかにする目的

のためには，300を超える論文数は十分な数だと考

える．

228編が欧文論文，73編が和文論文であった．欧

文論文のうち27編が日本の症例であった．したがっ

て 201編が海外からの論文（以下 海外論文，海外症

例），100編が日本からの論文（以下 国内論文，国内

症例）ということになる．

（2）分析方法

2つの分析を行った．まず低髄液圧症候群の全体

像を知る目的で，特発性を含めた低髄液圧症候群全

体の検討を行った．次いで本調査の主題である『外

傷性』低髄液圧症候群を抽出し詳細に検討した．そ

れぞれにおいて，日本における低髄液圧症候群診療

の特徴を明確にする目的で，国内症例と海外症例と

の比較を行った．

Ⅲ． 結　　果

（1）低髄液圧症候群全体の分析

1）原因

低髄液圧をきたした原因を特発性と続発性に分け，

続発性はさらに外傷性と非外傷性（腰椎穿刺後，脊

椎・脊髄手術後など）に分類し，これらについて述べ

ている論文数を調べた．海外論文は，特発性 63%，

外傷性 10%，続発非外傷性 27%であった．国内論文

では，それぞれ 62%，20%，18%であり，『外傷性』

に言及した論文が海外論文の2倍あった．

2）髄液漏出部位

海外症例では，頸椎 23%，胸椎 26%，腰椎 15%，

仙椎 1%，不明 35%であった．国内症例では，それ

ぞれ 29%，21%，14%，5%，31%と大きな差はな

かった．

3）ブラッドパッチの効果

低髄液圧症候群での髄液漏出に対して行われる硬

膜外自家血注入（ブラッドパッチ）の治療効果は，海

外症例では，治癒 52%，著明改善 11%，改善 25%，

不変 10%，悪化 2%であった．国内症例では，治癒

11%，著明改善 18%，改善 68%，不変 5%，悪化 0%

であった．海外症例では治癒が半数を超えたのに対

して，国内症例は11%と大きな違いがみられた．

4）海外症例の特徴

その他の海外症例の特徴をまとめると以下のよう

になる．

① 少数例の報告が多い．

② 典型的な症状，検査所見を備えている症例が多

い．

③ 診断は，MRIでスクリーニング，RIで漏出部位

の見当をつけて，CT myelographyで漏出部位を

確定するという報告が多い．

④ 自然治癒，保存的治療（輸液など）で治癒する

症例が多い．

⑤ 一部の症例を除いて，低髄液圧症候群は良性の

経過をとる疾患であるという考え方が一般的で

ある．
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（2）『外傷性』低髄液圧症候群の分析

1）論文数・症例数

臨床像を明らかにするという目的を達成するため

に，具体的な臨床経過が記載されている論文を分析

した．論文の抽出は，1）総説・解説論文は除く，2）

学会発表，抄録は除く，3）外傷が原因であることが

明記されている，4）臨床症状，治療経過，転帰があ

る程度判断できる，の基準で行った．

例えば，低髄液圧症候群について論文を多く書い

ている米国のMokriは，総説の中で，外傷が低髄液

症候群の原因になり得ることを繰り返し述べている

が，症例の具体例は挙げていない．そのような解説

論文は分析から除外した．

海外症例は，12論文 2~4,6,7,9,11,14~17,23,24），16症例が抽

出された．うち 1症例は 17），頭蓋骨骨折部からの髄

液が漏出し低髄液圧をきたしたものであり，特殊な

病態であると判断し除外した．結果，11論文（全体

の5.4%），15症例を分析した（Table 1）．

国内症例は，11論文，229症例が抽出された 1,7,8,10,12,

13,18~22）．うち 1例は，発症の6ヵ月前に外傷の既往が

あるが，論文の題名には，『原発性低髄液圧症候群』

の記載があり，外傷が原因であるとする根拠が明確

でないため除外した 10）．また 1例は，外傷により既

存の脊髄髄膜瘤が破裂したものであり，特殊な病態

であると判断し除外した 7）．9論文 227症例が残り，

これらを分析した．9論文中2論文は篠永らの論文で

あり 19,20），症例数は 141例，46例と全体の 82%を占

めていた．227例全体の分析に加えて，篠永らの2論

文と，他の7論文（合計40症例）を，それぞれ S1 19），

S2 20），O7論文として個別に分析し，それぞれの特徴

を調べた．

海外症例と国内症例の論文数，症例数の比較を

Table 1にまとめた．論文数は 11編，9編とほぼ同

等であるが，症例数は15例，227例と 15倍もの大き

な差がある．国内症例の論文では 1論文あたりの症

例数が多いが，海外では 11論文中 10論文 91%が症

例数 1例の，いわゆる 1例報告であり，『外傷性』低

髄液圧症候群は，海外では稀な疾患であることがわ

かる．

2）年齢・性別

平均年齢，男女比を Table 2にまとめる．平均年齢

は，大きな差はなかった．海外症例では，男女比は

2：1と男性の比率が高かった．S1論文では女性が

1.4倍であり，O7論文では，男性が1.4倍であった．

Table 1 Number of articles and cases

Table 2 Age and sex
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3）受傷機転

『外傷性』低髄液圧症候群の原因になった受傷機転

を Table 3にまとめる．海外ではさまざまな原因が

報告されている．国内では交通事故が多いのが特徴

である．交通事故は，海外では 20%であるのに対し

て，国内では約3.5倍の 69%であった．S1論文では，

交通事故が85%を占めていた 19）．

4）受傷から発症までの期間

海外症例では，発症までの時間は，受傷直後・短

時間が計 5例，数日が 3例，数ヵ月が 2例，不明あ

るいは記載なしが 5例である．最長のものは 5ヵ月

であった．

国内症例では，受傷直後・短時間が3例，5ヵ月が

1例，1年が 1例である．残る 222例は不明あるいは

記載がなく，十分な情報は得られなかった．

5）受傷から診断までの期間

診断までの時間は，海外症例では受傷後数日が 1

例，1～ 4週が 3例，1～ 6ヵ月が 7例，7ヵ月（最

長）が1例，不明あるいは記載なしが2例であった．

国内症例では，受傷後数日が 1例，1～ 4週はな

し，1～ 6ヵ月が 5例，7～ 12ヵ月が 3例，1～ 4年

が 4例，5年以上が 2例，不明あるいは記載なしが

187例であった．最長は受傷後 12年である．これら

とは別に，25症例の平均が 57.5ヵ月（4.8年）と記載

された論文があった 12）．

海外症例は，ほとんどが受傷半年以内に診断され

ているのに対して，国内症例は，診断までの時間が

長いことが特徴である．

6）髄液漏出部位

髄液の漏出がみられた椎体レベルを Table 4にま

とめる．海外症例では，頸椎・胸椎が記載11例中 10

例と大多数を占め，特発性低髄液圧症候群と同様な

結果であった．腰椎部からの漏出は 1例のみであっ

た 14）．

国内症例では，頸椎・胸椎からの漏出は2例のみで

あった 18,21）．腰椎部からの漏出は 10例であったが，

これ以外でも具体的な数字の記載はないが，『圧倒的

に腰椎』（S1論文）19），『腰椎が最多』の記載があっ

た 12）．

海外症例では頸椎・胸椎が91%であるのに対して，

国内症例では，腰椎が大部分であるという際立った

差違を示した．

Table 3 Mechanisms of injury

Table 4 Vertebral levels of CSF leakage

*1: Lumber level in vast majority cases
*2: not described
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7）起立性頭痛

低髄液圧症候群で最も特徴的な臨床症状であると

される起立性頭痛（postural headache）の有無について

Table 5にまとめる．

海外症例は 86%に起立性頭痛を認めたが，国内症

例は55%にとどまった．

8）MRI硬膜増強

低髄液症候群の画像診断の中で特異度が高いとい

われるガドリニウムによるMRI硬膜増強効果の有無

について Table 6にまとめる．

海外症例では 1例 6）を除いた 93%に硬膜増強が認

められたのに対して，国内症例では半分以下の 49%

にとどまっている．

9）ブラッドパッチの回数

治療目的で行われたブラッドパッチの回数を

Table 7にまとめる．海外症例では，ブラッドパッチ

をせずに輸液などの保存的治療を行った症例が 10

例，71%を占めており，『外傷性』低髄液圧症候群は

保存的治療により治療可能な疾患であるとの認識が

高いものと推測された．ブラッドパッチを行った症

例は 4例であり，うち 3例は 1回のみ 12,14,16），残り 1

例は2回行っていた 3）．

Table 5 Postural headache

*1: The number of cases without postural headache was not specified in S1.  The
number was presumed by the total number of patients and the number of
cases with postural headache.

*2: not described

Table 6 Dural enhancement on Gd-MRI

*1: The number of cases without dural enhancement was not specified in S1 and
S2.  The number of cases was presumed by the total number of patients and the
number of cases with dural enhancement.

Table 7 Number of "blood patch" procedure per patient

*1: S1 described that 147 patients (84%) in the total cases of 175 underwent the
"blood patch" procedure 2 – 3 times in average, and the patients treated with
the single procedure accounted for about10%.

*2: not described
*3: One paper mentioned that 22 patients were treated by a total of 40 blood patch

procedures.
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国内論文の多くは，ブラッドパッチを行うことを

前提に，あるいは行った症例を集めて論文が書かれ

ているため，どの程度が保存的に治療され，その結

果がどうであったのかの情報は得られなかった．S1

論文では，外来を受診した患者175名の中で，147名

にブラッドパッチを行っているとの記載があり，施

行率は 80%を超えている 19）．回数は，1回のみは 1

割強，平均 2～ 3回施行との記載がある．O7論文で

は，保存的に加療したものが1例，ブラッドパッチ1

回が 4例，2回が 3例である．また22症例に対して，

合計40回のブラッドパッチを行ったと記載された論

文があった 12）．

『外傷性』低髄液症候群は，海外では保存的治療あ

るいは 1回のブラッドパッチで治療されているのに

対して，国内では多くの症例に対して，複数回のブ

ラッドパッチが行われているという特徴があった．

10）ブラッドパッチの効果

ブラッドパッチの効果を，著効，かなり改善，一

部改善，不変，悪化の 5段階に分けて評価したもの

を Table 8にまとめる．O7論文では，一部で情報が

足りなかったため，かなり改善と一部改善をひとま

とめに改善として，4段階で評価した．海外症例は，

ブラッドパッチを行った4例全てが著効を示した．

S1論文では，著効 21例（17%），かなり改善 74例

（58%），一部改善 28例（22%），不変 4例（3%），経

過観察中で効果判定をしていないものが20例であっ

た 19）．S2 論文では，それぞれ 7例（16%），29 例

（64%），7例（16%），2例（4%）であった 20）．S1，S2

論文ともに悪化はなかった．O7論文では，著効 16

例（55%），改善 11例（38%），不変 2例（7%），悪化

0例であった．国内症例の合計では，著効 22%，改

善74%，不変4%であった．

Table 8 Effects of blood patch

*1: S1 did not assess the effects of blood patch in 20 patients who were in follow-
up period following blood patch procedure.

Table 9 Outcome of patients with traumatic intracranial hypotension

*1: The cure rate was not specified in S1.  S1 reported 21 patients with remarkable
(more than 80%) improvement following blood patch procedure.

2*: S1 did not mention the outcome neither of 20 patients who were in follow-up
period following blood patch procedure, nor of 28 patients who did not
undergo blood patch.
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海外では，ブラッドパッチは 100%の症例で著効

しているのに対して，国内では著効は 22%であり，

大きな差違があった．74%の症例はブラッドパッチ

により改善するものの，何らかの症状を残存するこ

とが国内の特徴である．

11）転帰

『外傷性』低髄液圧症候群の転帰を，治癒，かなり

改善，一部改善，不変，悪化の 5段階に分けて評価

したものを Table 9にまとめる．O7論文では，かな

り改善と一部改善をひとまとめに改善として，4段

階で評価した．

海外では 15症例中，14症例（93%）が治癒，不変

が1例（7%）であった 4）．

S1論文では，治癒という表現はなく，80%以上の

著明改善が 21例（17%），かなり改善 74例（58%），

一部改善 28例（22%），不変 4例（3%），経過観察中

20例であった 19）．S2論文では，それぞれ7例（16%），

29例（64%），7例（16%），2例（4%）であった 20）．

S1，S2論文ともに悪化はなかった．O7論文では，

治癒16例（55%），改善11例（38%），不変2例（7%），

悪化0例であった．国内症例の合計では，治癒（80%

以上の著明改善を含む）22%，改善 74%，不変 4%で

あった．国内の症例では，ブラッドパッチを行わず

保存的に加療された症例の転帰については十分な記

載がなく，分析することができなかった．

国内症例は，改善まで含めると 96%の高率で症状

の改善をみている．但し，治癒に限ると 22%であ

り，海外症例では 93%が治癒しているのに比較し

て，治癒率が極端に低い．S1論文では，ブラッド

パッチにより症状は改善するものの，約 25%は社会

復帰できない状態であると述べられている．

12）国内の『外傷性』低髄液圧症候群の特徴

海外症例との比較で明らかになった日本の『外傷

性』低髄液圧症候群の特徴を以下にまとめる．

① 症例数が多い．

② 1論文あたりの症例数が多い．1例報告の論文

が少ない．

③ 海外症例よりも，女性が占める割合が大きい

（海外33%，国内54%）．

④ 交通事故が受傷原因である比率が高い（海外

20%，国内69%）．

⑤ 受傷から診断までの時間が長い．1年以上のも

のがかなりの割合を占める．（海外は 1年以上

の症例はない）

⑥ 髄液漏出部位は，腰椎部が大多数である．（海

外は頸椎・胸椎が91%）

⑦ 起立性頭痛を呈する症例が少ない．（海外 86%，

国内55%）

⑧ MRIガドリニウムによる硬膜増強を呈する症例

が少ない．（海外93%，国内49%）

⑨ 保存的に治療されている割合が少ない．ブラッ

ドパッチの有用性を強調する論文が多い．

⑩ 1症例で行われるブラッドパッチの回数が多い．

⑪ ブラッドパッチの著効例が少ない．（海外100%，

国内22%）

⑫ 治療により治癒に至る割合が少ない．（海外93%，

国内22%）

Ⅳ． 考　　察

論文検証の結果，海外と国内の『外傷性』低髄液圧

症候群は，かなり異なる臨床像を呈することが明ら

かとなった．国内では，海外の15倍以上の症例数が

報告されていること，受傷から診断までの期間が長

いこと，髄液の漏出部位が異なること，起立性頭痛，

MRI硬膜増強など，従来，低髄液圧症候群に特徴的

な所見であると考えられていた典型的な臨床症状を

呈する割合が少ないこと，そしてブラッドパッチに

より治癒に至る症例の割合が少ないことなどである．

海外の『外傷性』低髄液圧症候群の臨床像は，外傷

性以外の特発低髄液圧症候群と大きな差違はなく，

治療結果，転帰も良好である．一方で，国内の『外

傷性』低髄液圧症候群の臨床像は特発性のものと大

きく異なり，治療結果も不良である．低髄液圧症候

群の概念の中で，日本で報告されている『外傷性』低
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髄液圧症候群が特異な臨床象を呈していることは明

らかである．全く新しい疾患として考えるべきなの

かもしれないが，その前に低髄液症候群ではない症

例が含まれている可能性を十分に検討しなくてはな

らない．

日本の『外傷性』低髄液圧症候群は，報告症例数は

多いが，治癒に至る割合が少ない．診断根拠となる

臨床症状，検査結果の解釈に際して，特異度（speci-

ficity）よりも，感度（sensitivity）が優先されている可

能性がある．低髄液圧症候群は脊髄硬膜の破綻に

よって髄液が漏出することによって起こっているの

であるから，診断の特異度を上げるためには，髄液

漏出を直接的に証明する努力が不可欠である．画像

診断の標準化が望まれる．

ブラッドパッチにより治癒に至らない症例では，

どのような症状が改善し，どのような改善しないの

かを明らかにする必要がある．治癒に至らない症例

で症状の改善を判定する際には，併用薬物の効果や，

ブラッドパッチによるプラセボ効果についても検討

を加えなくてはならない．低髄液圧症候群以外の病

態が合併している症例も実際には多いであろう．

本研究が『外傷性』低髄液圧症候群の病態の理解と

治癒率向上の一助になれば幸いである．
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Intracranial hypotension: Imaging diagnosis
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The role of diagnostic imaging for intracranial hypotension consists
of definitive diagnosis of intracranial hypotension and detection of
cerebral spinal fluid (CSF) leakage.  Magnetic resonance imaging
(MR) is the initial modality of choice for patients with symptoms
suggesting intracranial hypotesion.  Dural enhancement on post-
contrast spin-echo T1-weighted imaging and subdural effusion on
fluid attenuated inversion recovery are essential findings of the diag-
nostic criteria.  MR myelography is a noninvasive method to detect
CSF leakage; however, extradural hyperintensity on MR myelo-
graphy is non-specific for CSF.  Fat-saturated axial T2-weighted
imaging and postcontrast axial T1-weighted imaging should be
added to confirm CSF leakage.

30

原　　著

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

症候群の診断および②髄液漏出の検出にある．それ

ぞれの画像診断法について表１に示す．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

法はなく，低髄液圧症候群の診断については間接的

な所見となる．髄液漏出の診断については施設に

よって選択する画像診断法および撮像条件は様々で

あり，また所見の解釈にばらつきが認められる．本

稿では典型的な臨床症候を呈する低髄液圧症候群の

画像所見とそれぞれの画像診断法の特徴を説明し，

非侵襲的な診断方法について提案する．なお，MR

所見の成因としてMonro-Kellieの法則が考えられて

いるが，MR所見の成因，病態との関連については

本稿では論じない．

Ⅱ． 低髄液圧症候群のMR所見

低髄液圧症候群の診断にはMRを用いる．CTでも

硬膜下水腫を検出し診断の一助となることがあるが，

本症を疑った場合には頭部MRを第1に施行する．

（1）びまん性の硬膜のGd造影効果

ガドリニウム（Gd）造影 T1強調画像（TIWI）で硬

膜に両側対称性に瀰漫性かつ連続性の造影効果と硬

膜の肥厚を認める 1,2,3）．本症の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（図１Ａ）．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（図２）．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

神経外傷Vol.30 No.1 2007
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低髄液圧症候群では硬膜の造影効果とあわせて硬膜

の肥厚が認められる．何 mm以上を「肥厚」とする

か，何 cm以上の範囲で「びまん性」とするかについ

て定義はないが，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（図３）．

T1WIの撮像シーケンスはスピンエコー（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 T1WIでは正常硬膜の造影効果が

表１　低髄液圧症候群の画像診断の特性と問題点

目的と検査法 主な所見と特性

１． 低髄液圧症候群の診断
①MR 硬膜の造影効果，硬膜下水腫，脊椎硬膜外静脈の拡張

びまん性の硬膜造影効果は診断に必須
非侵襲的で第一選択の画像診断法

２． 髄液漏出の診断
１）動態的検査法

①CT myelography 造影剤の硬膜外漏出
ヨード造影剤注入と複数時相撮像時の被曝量が侵襲的

②RI cisternography RIの硬膜外漏出
簡便であるが周囲との解剖関係が不明瞭
腎尿路への早期排泄については確証されていない

２）静態的検査法
③MR myelography 硬膜外の高信号，ただし髄液に特異的ではない

広範囲の撮像に時間を要する
④MR（T2WI + Gd T1WI） 髄液漏出の局在診断

髄液以外の水分貯留や静脈叢との鑑別

図２　脊椎管内に連続する硬膜の造影効果

造影 T1強調画像正中矢状断（脂肪抑制併用）

頭蓋内から連続して上位頸椎レベル脊椎管内硬膜にも造影

効果と肥厚を認める（→）．後頭蓋窩では硬膜下水腫を認め

る（矢頭）．脳脊髄液よりは信号が高く，脳脊髄液成分では
ないことがわかる．下垂体前葉の軽度腫大を認める．

Ａ Ｂ

図１　硬膜のびまん性造影効果と肥厚

Ａ．造影 T1強調画像（スピンエコー（SE）法）

硬膜にびまん性の肥厚と連続性の造影効果を認める．上矢

状洞や横静脈洞の血液プール（→）と同等の顕著な造影効果

を示す．後頭蓋窩の硬膜にも造影効果を認める．

Ｂ．FLAIR（Ａと同一スライス，高速 SE法）

肥厚した硬膜は高信号を呈する（→）．

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頸椎レベ

ルの硬膜外の静脈叢と髄液漏出との鑑別にも有用で

ある．頸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）．

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，

小脳天幕縁に接する硬膜などで認められる．一方，
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強調されるので判定が困難となる．頭蓋内硬膜の造

影効果の評価には脂肪抑制法を併用する必要はない．

また，肥厚した硬膜は FLAIRで高信号を呈する

（図１Ｂ）．これは後述する硬膜下水腫と関連する．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（図４）．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（図５Ａ），

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（図５Ｂ）．

（2）硬膜下水腫

Gd造影効果および肥厚を呈する硬膜にそって，硬

膜下水腫をきたすことがある．硬膜下水腫の内容は

T2強調画像（T2WI）では脳脊髄液とほぼ同等の均一

図３　造影T1強調画像：生理的な硬膜の造影効果

正常硬膜の増強効果は硬膜の肥厚を伴わず不連続で，線状

で滑らかで薄く（→），頭蓋内の静脈ほど強くは造影されない．

Ａ Ｂ

図４　造影T1強調画像：治療前後の硬膜造影効果

Ａ．造影 T1強調画像（治療前）

びまん性の硬膜造影効果を認める．

Ｂ．造影 T1強調画像（blood patch後）

症状は改善し，硬膜の造影効果も消失した．

Ａ Ｂ

図６　硬膜下水腫

Ａ．FLAIR Ｂ．T2強調画像

両側性に少量の硬膜下水腫を認める．FLAIRでは脳脊髄液

よりも高信号を呈するので，少量の硬膜下水腫の検出に有

用で，さらにその内容は脳脊髄液とは異なる成分であるこ

とがわかる．造影 T1強調画像（非掲載）では硬膜にびまん

性の造影効果を認める．

Ａ Ｂ

図５　造影T1強調画像：臨床経過と硬膜の造影効果

Ａ．造影 T1強調画像（起立性頭痛の発症第3病日）

硬膜にびまん性の造影効果や肥厚は認めない．

Ｂ．造影 T1強調画像（第14病日）

保存的療法により症状が軽快するも，典型的な硬膜のびま

ん性の造影効果と肥厚を認める．発症直後では硬膜の造影

効果が不明瞭なことがあり，典型的な症状を呈する場合，

初回MRで造影効果がなくても経過観察する必要がある．
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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ことが多い（図２）．

FLAIR法では脳脊髄液よりも高信号を呈するので，

脳脊髄液の硬膜下腔への漏出ではなく血漿成分が漏

出していると考えられる（図６Ａ）．硬膜下水腫の診

断には FLAIRが有用で．少量の硬膜下水腫では T2WI

のみでは検出困難である（図６Ｂ）．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 4,5）．

（3）頭蓋内皮質静脈の拡張，硬膜外静脈および

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が大きいため，診断

の決め手になる所見にはならない．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や，

硬膜外静脈の拡張を認めることがある（MR所見につ

いては表２を参照）．

（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，図２）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．上記（1）（2）所見が陽性

のときの副所見に留めるべきである．

Ⅲ． 髄液漏出の検出

髄液漏出の画像診断法を表１にまとめる．造影剤

もしくはトレーサを注入する CT myelographyおよび

RI cisternographyは動態的な検査法（検査時間内に漏

出した硬膜外髄液を描出）であり，MRは静的な検査

（漏出して停滞している硬膜外髄液を描出）である．

（1）CT myelographyとRI cisternographyの問題点

髄液漏出部位の同定には硬膜嚢内に造影剤やト

レーサーを注入する動的検査による硬膜外漏出の検

出が特異的な所見と考えられる．ただし検査時間内

（注入から撮像時間まで）のどの時点で漏出したかは

特定できず，硬膜外の漏出停滞レベルが必ずしも硬

膜の欠損，漏出部位とは限らない．現時点では空間

分解能は高く，周囲解剖との位置関係が明瞭となる

CT myelographyが髄液漏出を判定する最も信頼度の

高い検査法と考えられる（図７）．マルチスライス CT

を用いれば，画像再構成が可能な高い空間分解能の

全脊椎の撮像が容易である．しかし髄液腔へのヨー

ド造影剤注入は侵襲的であり，さらに全脊椎の撮像

には被曝を考慮する必要がある．単回の撮像では被

曝は問題にならないが，造影剤注入後のどの時点で

撮像すれば髄液漏出がとらえられるかは明確にされ

ておらず，症例によっても至適な撮像タイミングの

差違が大きいと考えられ，経時的に複数回にわたっ

て CTを撮像すると被曝量が倍増する．

一方，RI cisternographyは，1回の投与で複数時相

にわたってデータ収集が可能である．しかし CT

myelographyと同様，硬膜内へのトレーサ注入が必要

で，さらにMRや CTと比較して核医学装置を有する

施設は限られ，検査料もMRと比較して高額なため，

全例に第一選択となる検査法ではない．また，RI

cisternography単独の判定では，空間分解能が低く周

囲の解剖構造との関係が明瞭でないことから，神経

図７　CT myelography：髄液漏出

CT myelography（環軸椎レベル軸位像）

硬膜嚢外に漏出した造影剤の高濃度貯留を認める（→）．た

だし硬膜欠損部位までは特定できない．
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根周囲のくも膜下腔や meningeal cyst内部への RI集

積と硬膜内漏出の鑑別が困難な症例がある．RI

cisternographyにおける硬膜嚢内の経時的なカウント

数の低下（クリアランス）や腎尿路への早期排泄所見

についても，髄液漏出の直接所見ではなく，脳脊髄

液の循環および吸収動態が正確に解明されていない

現時点では，髄液漏出とする科学的根拠は確立され

ているとは言えない．

（2）MR myelographyによる髄液漏出の診断

現在までの報告ではMR，特に所謂MR myelography

による髄液漏出の診断能は低いとされている．また

頭蓋底頸椎移行部から腰仙椎レベルまでの全脊椎の

撮像には位置決めのための関心領域中心の複数回選

択や，機種によっては関心領域ごとにコイルの交換が

必要なため検査時間がかかり，髄液漏出のスクリーニ

ング法としては必ずしも適しているといえない．

MR myelographyとは背景組織（椎体骨髄や周囲筋

組織，脂肪組織等）の信号を抑制して髄液の信号を

強調する撮像法である．具体的には TEの長い高速

SE法 T2WIや SSFP法により，T2値の長い水成分の

みを高信号に描出し，さらに中程度の T2値を有する

周囲の軟部組織（筋組織や実質臓器）の信号抑制し，

脳脊髄液を相対的に強調して描出する．同時に

CHESS法による脂肪抑制法も併用する．同様の方法

は胆道および膵管を描出する MR cholepancreato-

graphy（MRCP）や腎尿路を描出するMR urographyに

も応用されており，総じてMR hydrographyと称され

る．MR myelography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 hydrography

では微小嚢胞や少量の腹水，少量の消化管液，関節

液も描出できることから，RI cisternographyで検出さ

れる髄液漏出は空間分解能の高い MR hydrographyで

も十分検出される可能性があると考える．MR myelo-

graphy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，さらに元画像でも評価することが重

要である．

しかし，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．硬膜嚢周囲に存在

する生理的な水成分としては静脈血が挙げられる．

TEの短いGRE法では神経根周囲の静脈が高信号とし

て描出されるため，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るため，

髄液漏出に類似した所見を呈する（図８Ａ）．TEの長

い FSE法，特にシングルショットの FSE法では比較

的緩徐な静脈血流も flow voidとなるため椎体周囲の

静脈は描出されない（図８Ｂ）．SSFP法では周囲の静

脈を含めて周囲のあらゆる水成分が高信号として描

出される可能性がある．さらに静脈血成分以外にも，

MR hydrographyでは椎間関節の退行変性や，椎体内

の異常信号，腎盂尿管内の尿成分，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

Ａ Ｂ

図８　MR myelography：撮像法による違い（健常例）

Ａ．3Dグラディエントエコー（GRE）法

GRE法では神経根嚢周囲，椎体周囲の静脈成分も高信号に

なる．

Ｂ．2Dシングルショット高速 SE（FSE）法

長いエコートレイン数の FSE法では静脈血の信号が抑制さ

れる．シングルショットの2D FSE法は1スライスが秒単位

で撮像できるのでスクリーニング法としては有用である．
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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（図９）．したがってMR myelographyで髄

液漏出が疑われた場合は，その局所解剖についてさ

らに精査が必要となる．

Ⅳ． 髄液漏出の診断方法

RI cisternographyは動的に髄液漏出を，MR myelo-

graphyは髄液漏出の静的状態を検出するが，両者と

も断層画像ではなく投影像なので局所解剖は明瞭で

はない．それぞれ単独では髄液漏出の確定診断には

ならず，漏出高位の特定もされない．したがって両

法とも髄液漏出が疑われる所見があれば，さらに CT

myelographyや MR T2WIおよび造影 T1WIによる精

査が必要となる．

髄液漏出は，T2WIで高信号として描出される．周

囲脂肪織と同程度の信号を有することから，脂肪抑

制併用が必須となる．特にMR myelographyの矢状断

もしくは冠状断で髄液漏出が疑われた場合（図１０Ａ）

Ａ Ｂ Ｃ

図９　MR myelography：髄液漏出と鑑別を要する所見

Ａ．MR myelography（2D FSE法）

Ｂ．T2強調画像横断像（L4 – L5lレベル）

Ｃ．T2強調画像横断像（S1レベル）

L4 – L5レベルで両側性に（Ａ→），さらに S1神経根周囲（Ａ矢頭）に

硬膜嚢の輪郭外に高信号を認め髄液漏出のようにみえるが，T2強調

画像横断像から退行変性による椎間関節内液体貯留（Ｂ→）と生理的

な神経根嚢（Ｃ矢頭）であることがわかる．

表２　MRによる硬膜外静脈叢の拡張と髄液漏出との鑑別

T2強調画像 Gd造影 T1強調画像
脂肪抑制 脂肪抑制 CT myelography

硬膜外静脈（叢） 高信号 造影される 造影剤漏出なし

硬膜外漏出 高信号 造影されない 造影剤漏出あり

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

図１０　MRによる髄液漏出の診断

Ａ．MR myelography（2D FSE法）

C1 – C2レベルの硬膜外に高信号を認める（→および

矢頭）．

Ｂ．T2強調画像横断像（脂肪抑制併用，C1 – C2レベ

ル）

MR myelography所見と一致して脊椎管内硬膜外（→）

および脊椎管外（矢頭）に高信号域を認める．硬膜嚢

はやや狭小化している．

Ｃ．造影 T1強調画像

脊椎管内硬膜外に著明な均一な増強効果が認められ，

静脈叢の静脈プール造影効果である（→）．ただし一

部に造影効果を認めない部分があり，硬膜下水腫で

ある（＊）．脊椎管外の高信号部位には造影効果を認

めず髄液漏出である（矢頭）．

Ｄ．RI cisternography

MR myelography所見と一致して硬膜外にトレーサー

の漏出を認める（矢印）．
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は，必ず脂肪抑制併用 T2WI軸位断像で確認する必

要がある（図１０Ｂ）．その際問題となるのは髄液圧低

下により容積減少をきたした硬膜嚢を代償するために

拡張した硬膜外静脈叢との鑑別である．流速がある硬

膜外静脈は T2WI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．したがってMR myelographyや脂肪抑制 T2WIの

みでは，拡張した静脈叢と硬膜外に漏出した髄液の鑑

別ができないので，さらに脂肪抑制造影 T1WIと比較

する必要がある（図１０Ｃ）．拡張した硬膜外静脈叢は

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ず低信号呈する（表２）．

ただし髄液漏出周囲に反応性に周囲に血管増生や拡張

はあると，周囲に淡い造影効果をきたすことがある．

Ⅴ． 低髄液圧症候群の画像診断法の選択

前述したように低髄液圧症候群の画像診断は，①

低髄液圧症候群の診断と ② 髄液漏出の診断からな

る．①については造影MRが必須であり，②につい

てはMRや CT myelographyが髄液漏出の確定診断に

有用である．荏原病院では，典型的な臨床症状有す

る低髄液圧症候群疑い症例については，表３に示す

MRプロトコールにより低髄液圧症候群と髄液漏出

の診断を行っている．頭部 MR施行時に脂肪抑制

T2WI（もしくは 2Dシングルショット FSE法による

MR myelography）の正中矢状断を撮像すれば，頭蓋

頸椎移行部から上位頸椎の髄液漏出をスクリーニン

グすることができる．脂肪抑制 T2WIや MR myelo-

graphyで漏出が疑われた症例では，その部位を中心

表３　荏原病院における低髄液圧症候群のMRプロトコール

使用コイルと撮像シーケンス 所見

Ⅰ. 頭部MRI（頭部専用コイル）*

１．FLAIR冠状断** 硬膜下水腫

２．Gd 造影T1強調画像冠状断** 硬膜びまん性造影効果

３．脂肪抑制T2強調画像正中矢状断*** 後頭蓋窩から脊椎管内硬膜下水腫

上位頸椎レベルの髄液漏出スクリーニング

４．Gd造影脂肪抑制T1強調画像正中矢状断 後頭蓋窩から脊椎管内硬膜造影効果

髄液漏出と拡張した静脈叢を鑑別

Ⅱ. 脊椎コイル

５．MR myelography冠状断および矢状断**** 髄液漏出スクリーニング

①頸椎から上位胸椎レベル

②下位胸椎から仙椎レベル

Ⅲ. ３もしくは５から髄液漏出が疑われたレベルについて，頭部もしくは脊椎コイルで *****

６．脂肪抑制T2強調画像軸位 表２参照

７．Gd造影脂肪抑制 T1強調画像軸位 表２参照

*他の疾患を鑑別するために，拡散画像，T2強調画像，MRAも適宜追加する．

**可能ならば軸位も追加する．

***2Dシングルショット FSE法（厚い slab厚）で施行することもある．その際は，冠状断も撮像する．

****2Dシングルショット FSE法を用いる（1回の撮像時間は数秒程度）．スラブ厚を40～ 60 mm程度とする．
*****
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に脂肪抑制 T2WI軸位，脂肪抑制造影 T1WI軸位によ

る精査を施行する．低髄液圧症候群の診断にはGd造

影が必須であること，髄液漏出と静脈叢の拡張も鑑

別にも Gd造影が必要なことから，Gd投与が 1回で

済むように当院では可能な限り頭部MRと脊椎MR

同時に施行している．

一方，髄液圧測定のために硬膜穿刺をする場合は，

同時に RI cisternographyや CT myelographyの施行を

検討するが，MRによる精査後に施行する．RI cisterno-

graphyや CT myelographyは，MR所見で髄液漏出が

診断され，ブラッドパッチ法や手術療法が考慮され

る症例に施行する（図１０Ｄ）．

Ⅵ． 結　　語

1．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，②髄液漏出の検出にある．低

髄液圧症候群の診断にはMRが有用である．

2．びまん性の硬膜肥厚と Gd造影効果，および硬

膜下水腫が認められ，典型的な症状があれば低

髄液圧症候群と診断できる．

3．髄液漏出の診断には，MR，RI cisternography，CT

myelographyが用いられる．それぞれの画像診

断法の特性を理解し，機能的な漏出と形態学的

な漏出の両方から診断する必要がある．

4．MR myelographyや RI cisernography単独の「漏出」

所見のみでは髄液漏出の確定診断にはならない．

髄液漏出が疑われたときは，さらにMR（脂肪

抑制 T2WIおよび Gd造影脂肪抑制 T1WI）もし

くは CT myelographyによる精査が必要となる．
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