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松果体腫瘍全摘出患者のメラトニン分泌 

actigraphと睡眠日誌からみた睡眠・覚醒リズム 
松岡成明 1・久澄太一 1、吉水卓見 1、福井仁 2、松本一弥 3 
1昭和病院神経内科、2九州大学脳研外科、3東亜大学大学院 

下関市汐入町 35-1昭和病院 
 
要約: 松果体は、メラトニンを産生し、睡眠に関係していると考えられています。 しかし、
手術による松果体切除が、睡眠障害を生ずるか否かについて今日迄はっきりとした記載は

ありません。 私たちは、松果体嚢腫および松果体細胞腫 (pineocytoma)の 2 例の全摘出
例について、その影響を検討したので、松果体腫瘍を全摘出した患者のメラトニン分泌と

actigraphと睡眠日誌からみた睡眠・覚醒リズムについて報告します。 
症例 1の術後 1ヵ月および症例 2の術前・術後のメラトニン分泌量は、いずれも 2.5pg/dl
以下で、日内変動もみられなかった。症例 1の術後における actigraphからみた睡眠・覚醒
リズムの乱れは基本的にみられなかった。14日間における夜間時の各睡眠パラメーターの
平均(標準偏差)についてみると、就床時間が 406.3分(75.6)、全睡眠時間が 369.2分(75.2)、
睡眠効率が 90.8%(5.4)、中途覚醒時間が 37.1分(22.7)、入眠潜時が 7.2分(3.1)および昼寝
時間が 45.1 分(39.1)であった。日々の睡眠パラメーターの変動も比較的小さかった。活動
量のコサイナー分析の結果、Acrophase は 15～18時の範囲にあり、14日間の平均では、
15:32(1:55)、Amp1itude は l06.5(19.2)、Mesorは 162.9(42.3)であった。最大エントロピ
ー法による解析の結果、第１周期はほぼ 24時間、第 2周期は 12時間であった。睡眠日誌
から求めた睡眠パラメータは、actigraphから判定したものより、良く眠れていたと報告し
ていた。  
症例 1 でみたように、症候性松果体嚢腫の全摘出術を受けたにもかかわらず、睡眠・覚
醒サイクルは、ほぼ正常なリズムを維持していたものと推測された。しかし、症例 2 のよ
うに、術前のメラトニンの分泌レベルは、症例 1 の術後と同じレベルで日内変動もみられ
なかった。先行研究では、術前の高メラトニン濃度が松果体腫瘍の診断基準となると言わ

れているので、今後さらに症例を重ねて検討したい。  
[検索用語] 松果体腫瘍、actigraph、唾液メラトニン、睡眠・覚醒サイクル 
 

Melatonin Release of pineal tumor removed patients: 

Indication of sleep/awake circadian rhythm by actigraph and sleeping 
reports 
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Circadian rhythm was determined using actigraph and daily sleeping reports in two patients who 
received pinealectomy because of arisen neoplasms. A pinealcyst and a pineocytoma cases were 
investigated by measuring salivary melatonin with anti-melatonin antibody (RIA2). Actigraph 
indicated that no sleep/awake circadian rhythm was upsized. The every 10 min activity diary also 
indicated no difference of daily sleep/awake schedule between with and without pineal body during 
observing 14 days. 
[Key words] pineocytoma, actigraph, salivary melatonin, circadian rhythm 
 

 
はじめに: メラトニンは、主に松果体にお
いて産生されるホルモンである。2 例の松
果体腫瘍全摘出患者について actigraphの
活動量を 2 週間連続記録し、これから睡
眠・覚醒パターンを明らかにするとともに、

同時に記録した睡眠日誌と唾液メラトニン

の日内変動[1]と対比検討した。   
方法: 症例 1は 50才の女性で、症候性松果
体嚢腫の全摘出術を 1年前に受けて神経学
的脱落症状はない。症例2は 54才の女性で、
松果体サイトーマの全摘出術を受け、神経

学的脱落症状もない。メラトニンは、患者

の唾液を採取して RIA2抗体法にて測定し
た。症例 2 は術前・術後にそれぞれ、
20:00,0:00,2:00,8:00に採取検査した。症例
１は、術後のみ上記と同様な時刻にメラト

ニンを採取するとともに、約 2週間にわた
って actigraph 活動量を連統記録した。
Actigraph(Ambulatory Monitoring Inc.)は、
ZCM で、エポック時間 1 分、増幅期設定
18で初期し、非利き腕に装着した。活動量
は Coleらのアルゴリズを用いて睡眠・覚醒
判定を行った。睡眠日誌は 10分毎の各種生
活行動を記載し、またその日の睡眠状態や

心身の自覚症状等の記載も求めた。

actigraph活動量については、コサイナー分
析と最大エントロピー法で周期を分析した。 

 
 
症例 1は 50歳、女性。2年前から脳ドック
で小さな松果体嚢腫が見つかっていました。

頭痛・耳鳴を生ずるようになりMRIで直径
が 2cmとなったので開頭手術で全摘出しま
した。 
 
症例 2は 54歳、女性。10ヶ月前より頭痛
を生じ、MR1にて松果体部に直径 3cmの
腫瘍が見つかり、開頭手術により全摘出し

ました。組織学的にピネオサイトーマでし

た[2]。両例とも術後、神経・精神脱落症状
は認めておりません。 
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図１ 症例 1術前後のMRIを示します。松
果体部に限局し境界明瞭な髄液に直径 2cm
の松果体嚢腫を認めます。 
 

 
図２ 開頭手術で全摘出しました。 
 

 
図３ 症例２の術前のMRIを示します。松
果体部に限局し境界明瞭な T1 強調像にて
やや低信号で均一な増強効果を示す直径

3cmの腫瘍を認めます。 
 

 
図４ 開頭手術で全摘出しました。 
 

メラトニン測定方法は患者の唾液を採取し

て RIA2抗体法にて測定し、基準値は大橋
らの値を参考にしました。亀唾液はそれぞ

れ、20時・0時・2時・8時に 1m1採取し
ました。睡眠・覚醒状態をアクチグラフ[3]
を用いて 2週間にわたって連続記録しまし
た 。  ア クチ グラ フは AM1 社 製
Mini-motion loggerアクチグラフを用いま
した。エポック時間は 1分、増幅器設定 18
で初期し、非利き腕に装着しました。活動

量はコーレらのアルゴリズムを用いて睡

眠・覚醒判定を行いました。同時に睡眠日

誌を記録。睡眠日誌は 10分間毎の各種生活
行動を患者自身あるいは看護婦が記入し、

日々の睡眠状態や心身の他覚症状等を聞き

取り記入しました。アクチグラフ活動量は

コサイナイー分析と最大エントロピー法で

周期解析をしました。 
 

 
図５は、唾液メラトニン分泌量を示します

[4]。  
 
両例とも、いずれの測定時間においても

唾液メラトニン分泌量は 2.8pg/ml 以下で
した。症例 2においては、術前および術後
測定しましたが、いずれの測定時間におい

ても 2.8pg/m1以下でした。 
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図６は、グラフの横軸は時間、縦軸は唾液

メラトニン分泌量です。両例ともメラトニ

ンの日内変動はなく、深夜においても測定

限界の 2.8pg/ml以下でした。対象として同
年齢の女性とも比較、これらは大橋らの健

康成人例と同様のメラトニンリズムを示し

ました。 

 
図７では、症例 1の術後 1ヶ月のアクチグ
ラフからみた睡眠・覚醒リズムの乱れは基

本的にみられませんでした。 
 

14 日間の夜間時の各睡眠パラメーター
の平均についてみると、就床時間が 406.3
分±75.6分。全睡眠時間が 369.2分±75.2
分。中途覚醒時間が 37.1分±22.7分。入眠
潜時は 7.2分±3.1分。睡眠効率は 90.8%±
5.4%でした。日々の睡眠パラメーターの変

動は比較的小さく、夜間の睡眠は入眠潜時

短く、よく眠っていると考えられました。

睡眠日誌から求めた睡眠パラメーターはア

クチグラフより判定したものより、よく眠

れていたと報告しています。夜間睡眠は十

分と考えられます。 

 
図８では、昼寝時聞は 45.1分±39.1分であ
り、睡眠日誌上は覚醒しているとされても

アクチグラフより判定すれば昼寝している

時間を認めました。活動量のコサイナー分

析の結果アクロフェイズは 15から 18時聞
の範囲にあり、14日間の平均では 15時間
32分±1時間 55分でした。Amplitudeは
106.5±19.2、メサーは 162.9±42.3でした。
最大エントロピー法による解析の結果、第

1周期はほぼ 24時間、第 2周期は 12時間
でした。 
 
総括: 症例 1 でみたように、松果体嚢腫の
全摘出術をうけたにもかかわらず、睡眠・

覚醒サイクルは、ほぼ正常なリズムを維持

していたものと推測されます。しかし、症

例 2のように術前のメラトニン分泌レベル
は症例 1の術後と同じレベルで、日内変動
もみられませんでした。メラトニン値の高

値が松果体腫瘍診断の指針ともなるという
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報告もあり、今後更に検討の必要があると

思われます[5]。松果体を中心とする腫瘍は
脳圧亢進症状を伴い、緊急手術・あるいは

減圧手術等を含む操作がしばしば経験され

ます。したがって、術前にメラトニン濃度

を深夜に採取することは困難であります。

今後更に直腸温等を含む、脳波を中心とし

た Po1ysomunograph的にも検討していき
たいと考えます。結論として、成人の松果

体切除は睡眠・覚醒サイクルに明らかな影

響を与えないことが示唆されました。 
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