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Abstract:
A 73-year-old man with subarachnoid hemorrhage was admitted to our hospital with complaint of sudden headache.
Diagnostic digital subtraction angiography revealed a cerebral arteriovenous malformation located at the right
frontal lobe. Coil embolization was performed. After the acute phase of subarachnoid hemorrhage, gamma knife
radiosurgery was performed. 9 years later, the patient showed left hemiparesis and disturbance of consciousness.
Magnetic resonance imaging showed a cyst formation at the right frontal lobe. CT perfusion imaging showed interesting findings such as an increase of permeability and the presence of cerebral blood volume at residual nidus.
Pathological diagnosis was cavernous angioma.
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はじめに
脳AVM（ArterioVenous Malformation）に対するガンマ
ナイフ治療（gamma knife radiosurgery;GKRS）後の嚢胞
形成は、既知の合併症の一つである。
今回我々は、ガンマナイフ治療後、嚢胞を形成した
AVMの症例で、術前に施行したCT perfusionで残存nidus

Fig. 3 T2強 調 画 像 。2010年 か ら 嚢 胞 形 成 を 認 め た 。
2008年（A）, 2010年（B）,2011年（C）

に関する興味深い所見（permeabilityの亢進）を呈した症
例を経験したので報告する。
症

例

73歳男性。2001年4月、頭痛を主訴に当院外来を受診
した。頭部CTにてクモ膜下出血を認めた。脳血管造影
にて右前頭葉にAVM（Spetzler and Martin grade 2 :

Fig. 4 T2*強調画像。残存nidus部はhypointensity（矢印）
であった。

S1,E0,D1, 流入動脈：右中大脳動脈、流出静脈：脳底静
脈）を認め、これに対しコイル塞栓術を施行した（Fig.
1A-B）
。同年6月、残存AVMに対してガンマナイフ治療

部前内方に嚢胞形成を認めた。無症候のため経過観察し

（最大線量37.0Gy, 辺縁線量18.5Gy, nidus size: 29*24*16

ていたが、同年10月、左上下肢麻痺、意識障害を呈した

mm）を施行した。2004年6月、脳血管造影にてAVMの

ため治療目的で入院とした。頭部MRI（T2WI）にて嚢

完全閉塞を確認した。以降、AVMの再開通は認めなか

胞増大を認めた（Fig. 3A-C）
。T2*強調画像にて残存

った（Fig. 2A,B）
。2010年7月、頭部MRIにて残存nidus

nidus部に低信号域を認めた（Fig. 4）
。
頭部CT perfusionにて、残存nidus部にpermeabilityの軽
度亢進と、CBV画像にて血管床の存在を認めた（Fig. 5）
。
これより、ガンマナイフ治療後の残存nidusからの蛋白漏

Fig. 1 脳血管造影.塞栓術前
（A）
, 塞栓術後
（B）

Fig. 5 術前CT perfusion
（A: permeability, B: cerebral
blood flow
（CBF）
, C: cerebral blood volume
（CBV）
,
D: mean transit time（MTT）
, E: time to peak
（TTP）
）
。
残存nidus部にpermeability亢進と、
CBV画
像にて血管床の存在を認めた
（矢印）
。

Fig. 2 塞栓術後にガンマナイフ照射を行い、
血管造影上の
完全閉塞を確認していた。
2008年
（A）
,2010年
（B）
。
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出に伴う嚢胞形成と診断した。症候性であり、治療適応

度亢進とCBV画像にて血管床の存在を認めたためである。

と判断した。臨床経過およびCT perfusionの所見から、根

この所見から、残存nidusからの蛋白漏出（滲出液の貯留）

治目的に嚢胞開放と残存nidusの摘出を選択した。嚢胞内

を想定し、根治のためには残存nidusの摘出が必要と考え

容液は黄色透明であった。嚢胞を開放した後、嚢胞壁内

た。

面を観察したが、血管構造は認めなかった。近接する残

病理結果は海綿状血管腫であった。Motegiらはガンマ

存nidus部は赤色を呈し、血管腫様であった。摘出した病

ナイフ治療後に発生した海綿状血管腫の症例を報告して

理標本は、海綿状血管腫であった（Fig. 6）
。嚢胞壁に血

いる12）が、術前にCT perfusionを用い血管腫からの蛋白

管、上皮組織は認めなかった。術後、左上下肢麻痺およ

漏出を伴う嚢胞形成を予見したという報告は渉猟し得た

び意識障害は改善し自宅退院となった。

範囲では見られなかった。CT perfusionによるpermeability
画像の評価は、ガンマナイフ治療後の嚢胞形成機序を想
定する際に有用と考えられた。
結

語

我々は出血発症の脳AVMに対し、コイル塞栓術および
ガンマナイフ治療を施行し、治療9年後に嚢胞形成を来た
した1例につき報告した。CT perfusionで残存nidus部の海

Fig. 6 病理所見.(A：HE染色，
B：Elastica Masson染色).
嚢胞後方の血管腫様構造には、
海綿状血管腫の所
見を認めた。
考

綿状血管腫におけるpermeability亢進と血管床の存在を認
めた。CT perfusionは術前診断の一助となった。
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