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左前頭部に発生したmixed meningiomaの1例
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Abstract
Background : Histology of meningioma is a colorful, and a variety of tissues are mixed. However, it is rare that the
two types of meningiomas are separated within the same tumor with a clear border. We report a case of a mixed
meningioma and discuss its pathogenesis.
Case presentation :A 48-year-old woman who was introduced to our institution with conscious disturbance and right
hemiparesis. Both computed tomography and magnetic resonance imaging scans showed the huge tumor of the
longest diameter 7.2cm in left frontal. The tumor was divided into two parts. MRI showed a different signal inter-
nally of their parts. Cerebral angiography showed a tumor stain in the contact part with cerebral convex, but did
not show a tumor stain in the contact part with falx. A sub-total resection could be achieved. The tumor was divided
into soft part and the hard part.In the pathological diagnosis, soft part was meningothelial meningioma, and hard
part was transitional meningioma and fibrous meningioma. 
Conclusion : The pathogenesis of this tumor is considered that the ischemic part of fibrous tissue interstitial
meningothelial meningioma has been transferred to the transitional meningioma and fibrous meningioma.
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Background：髄膜腫の組織像は多彩であり、純粋なものはむしろ少なく、通常、種々の組織像が混在する。しかし、同
一腫瘍内で、明らかに異なる2つの組織像が分かれて存在することは稀である。今回我々は、左前頭部に発生したmixed
meningiomaの1例を経験しその発生機序を考察したので報告する。

Case description：48歳、女性。意識障害と右上下肢不全麻痺を認めた。MRIで左前頭部に最長径 7.2cmの巨大腫瘍を認
めた。円蓋部に接する部分は、T1WIで等信号、T2WI、T2*WI、DWIで高信号を呈していた。大脳鎌に接する部分は、
T1WIで等信号、T2WI、T2*WI、DWIで低信号を呈していた。単純 CTでも腫瘍の内部で吸収域が異なっていた。脳血
管造影では、左中硬膜動脈と浅側頭動脈と右大脳鎌動脈より腫瘍への栄養血管を認めたが、内頸動脈系からの栄養血管
は認めなかった。動脈的脳腫瘍血管塞栓術後に開頭頭蓋内腫瘍摘出術を施行し腫瘍は亜全摘された。円蓋部に接する柔
らかい部分はmeningothelial meningiomaで大脳鎌に接する硬い部分はtransitional meningiomaと、fibrous menin-
giomaであった。

Conclusion：本腫瘍は、meningothelial meningiomaが自らの増殖により、その虚血の部分に線維化が起こりtransi-
tional meningiomaやfibrous meningiomaへ変化しと考えられた。



I．はじめに

髄膜腫の組織像は多彩であり、純粋なものはむしろ少

なく、通常、種々の組織像が混在する。しかし、同一腫

瘍内で、明らかに異なる2つの組織像が分かれて存在する

ことは稀である。今回我々は、左前頭部に発生した

mixed meningiomaの一例を経験し、その発生機序を考察し

たので報告する。

Ⅱ．症　　例
症例：48歳、女性。

主訴：見当識障害、意識障害。

既往歴：2型糖尿病、糖尿病性網膜。

家族歴：特記すべきことなし。

現病歴：意識障害と見当識障害が出現し、他院より紹介

され入院となった。

神経学的所見：意識障害（JCS=1）を認めた。右上下肢

不全麻痺を認めた。前頭葉機能の低下を認めた。思考力

がなく神経心理評の課題の遂行が不能であった。WAIS-

Ⅲは、full scale IQが51、verbal IQが54、performance IQ

が56であった。

検査所見：一般末梢血・生化学検査に異常なし

画像所見：MRIで左前頭部に最長径7.2cmの巨大腫瘍を認

めた。腫瘍は内部で異なる信号を呈しており、円蓋部に

接する部分は、T1WIで等信号、T2WI、T2*WI、DWIで

高信号を呈していた（Fig.1 A,B,C,D）。大脳鎌に接する部

分は、T1WIで等信号、T2WI、T2*WI、DWIで低信号を

呈していた（Fig.1 A,B,C,D）。2つの部分の境界は大部分

が明瞭であった。Perfusion CTでは、大脳鎌に接する部

分のCBF と CBVの低下を認めた（Fig.2 A,B）。造影

T1WIでも2つの部分は分かれて造影されていたが、

coronal imageでは境界線量が不明瞭な部分も確認された

（Fig.3 A,B,C）。単純 CTでも腫瘍の内部で吸収域が異な

っていた（Fig.4 A）。単純 CT（骨条件）では上矢状静脈

洞の上部の骨破壊を認めた（Fig.4 B）。脳血管造影では、

左

中硬膜動脈と左浅側頭動脈と右前脳鎌動脈より腫瘍への

栄養血管を認めたが、内頸動脈系からの栄養血管は認め

なかった（Fig.5 A,B,C,D）。

手術所見：PVA（polyvinyl alcohol）による動脈的脳腫瘍
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Fig. 1 MRI showed a different signal internally of the
tumor. The contact part of the cerebral convexity
showed a isointensity signal in T1WI(A), and
showed a high intensity signal in T2WI(B), T2
*(C),DWI(D).The contact part of the falx cerebri
showed a isointensity signal in T1WI(A), and
showed a low intensity signal in T2WI(B), T2
*(C),DWI(D).

Fig. 2 Perfusion CT in CBF image (A) showed an
increase of blood flow in the contact part of the
cerebral convexity and a decrease of the blood flow
in the contact part of the falx cerebri. Perfusion
CT in CBV image (B) showed an increase of blood
volume in the contact part of the cerebral convexity
and a decrease of the blood volume in the contact
part of the falx cerebri.



血管塞栓術後に開頭頭蓋内腫瘍摘出術を施行した。頭蓋

骨は変形していた（Fig.6 A）。円蓋部に接する腫瘍は柔ら

かった（Fig.6 B）。矢状静脈洞の近傍との癒着が強く発生

母地と考えられた。大脳鎌に接する部分は硬く線維性で

あったが大脳鎌との癒着は軽度であった（Fig.6 C）。腫瘍

は上矢状静脈洞に浸潤している部分を除いて亜全摘出さ

れた。

病理診断：円蓋部に接する柔らかい部分はmeningothelial

meningiomaで（Fig.7 A）であった。大脳鎌に接する硬い

部分はtransitional meningioma（Fig.7 B）と、fibrous

meningiomaであった（Fig.7 C）。

術後経過：意識障害と見当識障害は改善した。右上下肢の

不全麻痺と前頭葉機能も改善し、独歩にて退院となった。
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Fig. 3 Gd-MRI showed a divided enhancement in two part.
Axial image (A), Coronal image (B), Sagittal image
(C).

Fig. 4 CT showed a different density within the tumor
(A).CT of bone conditions showed a bone destruc-
tion of the upper portion of the superior sagittal
sinus (B).

Fig. 5 Cerebral angiography showed a tumor stain from
the left superficial temporal artery, and left middle
meningeal artery and the right falcine artery, but
did not show any tumor stain from the left internal
carotid artery. Lateral view of the left external
carotid artery angiography (A). Frontal view of the
left external carotid artery angiography (B).
Frontal view of the right external carotid artery
angiography(C). Lateral view of the left internal
carotid artery angiography (D).

Fig. 6 Operative findings. The skull had been deformed
(A). The contact part of the cerebral convexity was
soft (B). The contact part of the falx cerebri was
hard and fibrous (C).

Fig. 7 Pathological findings. The contact part of convexity
was meningothelial meningioma (A). The contact
part of falx was transitional meningioma (B), and
fibrous meningioma (C)



考　　察

Mixedmeningiomaの発生機序について考察する。髄膜腫

は、正常クモ膜顆粒を構成するクモ膜細胞（meningothelial

cells）から発生すると考えられている。クモ膜顆粒の表面

にあり上皮様のarachnoid cap cellはmeningothelial meningioma

に、クモ膜顆粒の内部の中心部にある繊維性のfibrous

core cellがfibrous meningiomaに腫瘍化したと推定されて

おり、多くの髄膜腫は両者の混在した組織型を示し、純

粋な組織型は少ない1）。本腫瘍は画像上と肉眼的には明ら

かに異なる2つの組織像が分かれて存在しているが、腫瘍

は同一部位にあり、その発生は一元的に説明されるべき

である。

Mixed meningiomaの報告は、Muzumdarら2）による

meningothelial meningiomaと transitional meningiomaが混在し

たPetroclival mixed meningiomaの報告が1例あるのみである。

彼らによると、その発生機序は不明であるが、meningothelial

meningioma内に虚血が起こり、形態学的に変化が起きて

線維化が起こった可能性があると考察している。

Arachnoid cap cellの分布3）（Fig.8）と、頭蓋骨の変化や

術中所見（Fig.6 A,B,C）から推察すると、本腫瘍の発生

母地は上矢状静脈洞近傍のarachnoid cap cell と考えられ

る。Arachnoid cap cellからmeningothelial meningiomaが発

生し、左浅側頭動脈と左中硬膜動脈から血液を供給され、

腫瘍の増大に伴い、栄養動脈から遠い部分である内側部

の血流が乏しくなり、腫瘍内に虚血が起こったと推測さ

れる。虚血による腫瘍組織内の低酸素環境により線維芽

細胞が活性化し4）、meningothelial meningiomaの間質の線

維性組織が発達してきて transitional meningiomaに移行し

たと考えられる5）（Fig.9）。Transitional meningiomaの成長

に伴い、栄養血管から遠い部分に更なる虚血がおこり、

低酸素環境による線維化が進み、fibrous meningiomaに移

行したと考えられる（Fig.10 A,B）。Fibrous meningioma

が大脳鎌に接したところで右大脳鎌動脈から血流を受け

ることになったと推測される。

Mixed meningiomaの発生機序は、meningothelial meningioma

の成長に伴い、血流不足となった部分が低酸素となり、

transitional meningiomaやfibrous meningiomaに変化してい

ったことが推測された。

Ⅳ．結　　語

二つの異なる組織像が明瞭に分かれて存在するmixed

meningiomaの1例を報告した。本腫瘍は、meningothelial

meningiomaが自らの増殖により、その虚血の部分に線維

化が起こりtransitional meningiomaやfibrous meningiomaへ

変化しと考えられた。本症例は、髄膜腫の組織の多様性

を解明するにあたり重要な症例であると考えられた。
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Fig. 8 Distribution of Arachnoid cap cell (According to
Al-Mefty 1991).

Fig. 9 The fibrous tissue interstitial meningothelial menin-
gioma has been transferred to the transitional
meningioma and fibrous meningioma.

Fig. 10 With the growth of the Transitional meningioma,
it happened further ischemia in distant parts from
the nutrient vessels. Transitional meningioma has
shifted to the fibrous meningioma by fibrosis due
to the low oxygen environment (A). The left exter-
nal carotid angiography showed poor feeding ves-
sels in the part of the fibrous meningioma (B).
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