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諸 言

　Frontal horn cyst（FHC）はThun-Hohenstein ら1)，Pal
ら2)，Chang ら3)により報告された新生児期にみられる側脳
室前角部の一過性の嚢胞性病変で，脳室周囲白質軟化症な
どとの鑑別が重要である．今回我々はFHCの１例を経験
した．貴重な症例と思われたので報告する．

症 例

　在胎31週０日の女児で自然破水あり，母体に発熱がみら
れ，CRP2.9㎎/ﾉと上昇したため緊急帝王切開にて出生し
た．羊水混濁はなかった．アプガールスコアは１分２点，
５分４点と仮死を認め啼泣弱く，出生直後挿管され未熟児
室に入室した．生下時体重1,710ℊ，身長44.5㎝，頭囲29㎝，
胸囲27㎝の在胎週数相当体重児（appropriate for gestation 
age）であった．身体奇形なし，シルバーマンスコア10点
で肺野の聴診所見で空気の入りは不良で全肺野にラ音を聴
取した．モロー反射は両側に正常に認められた．臍帯血 
CRP０㎎/ﾉ，APRスコア０点，Na 136.9mEq/L，K 5.9 
mEq/L，Cl 107.4mEq/L，Ca 9.2㎎/ﾉ，TP 4.6ℊ/ﾉ，血
糖73㎎/ﾉ，IgM＜10㎎/ﾉ，胸部Ｘ線にて呼吸窮迫症候群

のBomsel 分類Ⅲ度．縦隔気腫，気胸を合併していた．た
だちに肺サーファクタント投与し人工呼吸器管理，輸液，
抗生剤投与を行った．経皮的ガス分圧測定では PcO2 80～
90㎜ﾆ，PcCO2 45～50㎜ﾆを維持していた．経過中 high 
frequency oscillation の使用，肺サーファクタントの再投与
を行いながら，呼吸管理した．高ビリルビン血症に光線療
法を行い，低カルシウム血症にグルコン酸カルシウム水和
物，未熟児貧血にエポエチンアルファを投与しながら観察
した．14日に酸素中止，21日抜管できた．
　生後45日（在胎37週３日に相当）2,434ℊになり低酸素性
脳障害の可能性が危惧され頭部CT検査を行った（図１Ａ）
ところ両側脳室前角に接して前頭葉白質内に，ほぼ円形で
直径約１㎝の低吸収域が認められた．同時期に行った聴性
脳幹反応は正常で，生後50日の脳波に特記すべき異常はな
く，眼底にも異常なかった．
　生後73日（在胎41週３日相当）体重3,790ℊ，身長52.5
㎝，頭囲35㎝で臨床的異常は認めず退院した．以後乳児健
診で経過観察した．発達は生後４ヵ月３週（修正月齢２ヵ
月２週）にはあやすと笑い，頸定あり，寝返り可能であっ
た．生後７ヵ月（修正月齢５ヵ月）には両手で支えて座り，
玩具を持って遊び，人見知りした．生後９ヵ月（修正月齢
７ヵ月）には喃語があった．擦り這いで這い，支えると立
った．生後１歳（修正月齢10ヵ月）体重9,840ℊ，身長76.3
㎝と発育は順調で，伝い歩き可能で，１歳６ヵ月で単語を
数語話すことができ，歩行可能で，指先で物をつまめ，発
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達の遅れはなかった．さらに２歳健診でも成長発達に異常
なく腱反射等にも異常はみられなかった．
　１歳６ヵ月頭部打撲のため他院にて頭部CT検査した
（図１Ｂ）ところ，前回みられた嚢胞性低吸収域は消失し
ていた．また脳室拡大や，脳室周囲の異常はみられなかっ
た．

考 察

　本症例は低出生体重児で低酸素性脳障害の可能性が危惧
され，症状の落ち着いた生後45日目に行われた頭部CT検
査で，異常低吸収域が両側前頭部に認められたが，発達に
異常なかった．１歳６ヵ月に頭部CT再検されたところ，
この異常は消失していた．この低吸収域の診断とその発生
機序が問題である．
　低出生体重児や異常新生児には生後早期より頭部超音波
検査がルーチンに行われるようになり種々の嚢胞性異常が
検出されている．よくみられる異常所見は脳室周囲白質軟
化症（periventricular leukomalacia；PVL），頭蓋内出血あ
るいは脳梗塞後の嚢胞，subependymal pseudocyst（SEPC），
FHCなどである．
　PVLは早産児でみられやすい低酸素性虚血脳症の一型
で，脳室周囲白質は脳室側から皮質側へと向かう脈絡叢動
脈と前・中・後大脳動脈から脳室側へ向う動脈の境界領域
のため，低酸素状態に陥った場合この領域に虚血状態が発
生しやすい．好発部位は側脳室前角周囲，半卵円中心，三
角部周囲の深部白質である．臨床的には乳幼児期から下肢
に強い痙性麻痺が発生する．超音波検査では初期には脳室
周囲の高エコー域として観察され，生後２週以後嚢胞性変

化が見られる．
　SEPCは多くは満期産児で尾状核頭部の側脳室内側面あ
るいは視床枕・線条体境界部にみられる．これも超音波検
査で早期に発見されるが，側脳室内にあたかも隔壁でしき
られたように，数珠状に連なる多数の嚢胞像を認めるもの
で，冠状断で両側脳室の最外側点を結んだ線より下方に嚢
胞がある．PVL の病変はこの線より上にあり鑑別に有用で
ある．
　本例の所見は側脳室前角の先端にみられる円形の低吸収
域で嚢胞状に見えた．そして脳室周囲には他の異常を認め
ないので前記２者とは異なった．さらに PVLとしては臨
床的に脳性麻痺を示す運動障害はなかった．偶然にこの部
位に出血，梗塞の生じた事も考えられるが，周囲脳組織の
脱落や圧迫所見がなかった．
　FHCは一般に楕円形で平滑な薄い膜で囲まれた嚢胞で
あり，大きさは３～20㎜で側脳室前角先端に接する．Thun-
Hohenstein ら1)は３例報告の中で germinal matrix の出血
や PVLの嚢胞とは一過性の出現，側脳室前角に接して出
現する点が異なると指摘している．Chang ら2)は18例の成
熟児例を報告している．７例は両側，11例は片側（７例は
左，４例は右）．女対男の性比は２：１であった．経過をみ
ると６例は１ヵ月で，もう６例は２～11ヵ月で消失してい
る．４例はその後の超音波検査ができていないが正常発達
であった．これらの症例を通じてFHCは正常の生理的変
異あるいは良性の病理的所見と考えられ，数ヵ月以内に自
然消失すると期待でき，典型的な嚢胞では超音波検査を１，
２，６ヵ月と繰り返し，消失するのを確認すればよいと報
告した．

ＬＲ

Ａ) 生後44日目 Ｂ) １歳６ヵ月

図１　頭部CT
Ａ：両側前頭部（矢頭）に嚢胞を認める．Ｂ：嚢胞は消失して，脳実質にも脳室にも異常を認めない．
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　Palらは2)1,500ℊ未満または在胎33週未満でFHCの発
生を11例認めた．嚢胞は生後１日より検出され，次第に大
きくなった後，平均生後２ヵ月までに退縮すると報告した．
神経発達の予後は11例中10例が正常で，１例の剖検で嚢胞
は神経芽細胞と上衣細胞で囲まれていて出血の所見はなか
ったという．
　本症例の嚢胞は自然消褪し神経学的異常を伴わなかった
ためFHCと考えられる．FHCはまれな状態で未熟児，成
熟児とも0.48～0.91%で同じ程度の発生頻度と報告されて
おり2,3)，この頻度に差がない点は周産期の病的異常によっ
て生じたのではないと考えられている．
　発生機序に関しては出産前の脳実質内出血，梗塞，虚血，
感染，PVL，脳室周囲の germinal matirx の変性といった
事が考えられたが，Pal ら2)は上衣層の分泌活動に伴って嚢
胞は大きくなり，上衣細胞の消失やその分泌能力の消褪に
よって嚢胞がしぼんでしまうと考えた．
　Sze ら4)は側脳室前角に接する白質部分の特殊性につい
て生後９ヵ月から82歳までの脳病変を持たない56例の MRI
所見を検討し，全例に前角の前方あるいは側方の白質に
Ｔ２強調にて高信号の点状域を認めた．大きさは点状から
１㎝で形は三角形，底辺は前角先端にあり，頂点は前方白
質，内側は脳梁膝に区切られ，横は尾状核頭に終わる．組
織学的には①髄鞘が少なく，②上衣細胞配列の破壊とグリ
オーシスで特徴づけられる所見として知られる ependymitis 
granularis があった．この ependymitis granularis は胎齢20
週の胎児にはみられず，上衣下の germinal matrix が消失
する時に一致してこれが出現している．また③この部分に
水分含量が多いという特徴があるという．これらを考え併
せると，細胞間質液は側脳室前角の白質部分を漏斗のよう

にして前角に流入し，上衣細胞は間質液を脳室にくみ出す
働きをしていると推論している．
　以上の報告から考えると，FHCの成因は，上衣層の機能
が破綻して間質液の流れが阻害されるか，あるいは細胞間
質液が過量産生されて上衣細胞の処理能力を超え，水分貯
留が生じて嚢胞を形成することによるのかもしれない．そ
して，成長とともに貯留した水分が吸収あるいは排出され
て嚢胞が消失するのではないかと考えられる．
　本邦でも中村ら5)が前角近傍の嚢胞構造を認めた新生児
17例を報告している．新生児の嚢胞様所見にはまれながら，
このようなFHCのあることに留意して頭部超音波検査，
CT，MRI の判読を行う必要があると思われた．
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