
JS2-1-3 傍鞍部近傍血管病変に対する
Transzygomatic subtemporal 
approachの有用性

弘中　康雄 ，西村　文彦 ，中川　一郎 ，
本山　　靖 ，朴　　永銖 ，中瀬　裕之 
 奈良県立医科大学 脳神経外科

Subtemporal approachは錐体斜台部、側頭葉内側部
や小脳上面の頭蓋底腫瘍・脳動静脈奇形や脳底・後大
脳・上小脳動脈血管病変に対する到達法であり、様 な々
variationがある。Transzygomatic approachを組み合
わせて、より上方を見上げることができ、穿通枝等の確認
や側頭葉圧排軽減が可能となる。 手術方法はspinal 
drainageを 留 置 後、park-bench/supine lateral 
positionで側頭葉が自重で落ち込み、術野が拡がるように
positioningした。開頭はzygomatic archを除去し中頭蓋
底を充分に露出。早々にLabbe vein、temporo-basal 
veinを剥離し、引き抜き損傷予防を行う。髄液排出を促し
ながら解剖学的に浅く側頭葉の容積が小さい外耳道前方
部からアプローチを開始。最短でambient cisternへ到達
し、前後方へ向かいcrural-quadrigeminal cisternまで
広く脳槽を開放する。病変に応じて、三叉神経の観察や
テント下病変治療のためテント切開を追加する。滑車・動
眼神経等の脳神経麻痺、基底核・視床への穿通枝損傷、
側頭葉挫傷、静脈灌流障害が注意すべきで、解剖に熟
知した操作、脳ベラの角度、側頭葉圧排時間を微妙に調
整することが重要である。我々は、過去12例（動脈瘤10
例、動静脈奇形2例）で本アプローチを行い、満足のいく
結果を残してきた。実際の症例を提示して本アプローチの
有用性について報告する。

JS2-1-4 左transcondylar approachによる
trappingが有効であった 右PICA
解離性動脈瘤の1例

中野　智行 ，菅原　貴志 ，原　　祥子 ，
稲次　基希 ，田中　洋次 ，成相　　直 ，
前原　健寿 
 東京医科歯科大学医学部 脳神経外科

<背景>後下小脳動脈(PICA)に限局した解離性動脈瘤
(DA)は稀だが、DAの再出血率は高く早期治療介入が望
ましい。internal trappingや椎骨動脈(VA)のproximal 
occlusionも考慮されるが、虚血性合併症が懸念される。
今回、反対側に大きく変位したdominant VAより起始する
PICAの解離に対して後頭動脈(OA)-PICA吻合術と、反
対側のtranscondylar approachによるtrappingが有効
であった1例を報告する。
<症例>44歳女性、くも膜下出血(WFNS Grade I)、
CTAG上右PICA分岐直後に2mmの動脈瘤を認めた。脳
血管撮影(AG）では僅かな壁不整を認めるのみで保存的
加療を行ったが、day12のAGで再び動脈瘤を認めDAと
診 断。internal trappingで は 右dominant VAご と
trappingとなる可能性が高いと判断し、DAの状況を直視
下に確認しPICAのみtrappingまたはVAごとtrappingと
する計画とし、直達手術を選択した。右VAは大きく左側に
偏 位して い た た め、 右OA-PICA吻 合 後 に 左
transcondylar approachによるtrappingをday15に施行
した。外側からの視野を確保するため、後頭顆を十分削
除した。右VA正中側にPICAを、その起始部に僅かに解

JS2-1-1 Transpetrosal approachにて治療
した後頭蓋窩巨大動脈瘤の２症例

大森　一美 1，神吉しづか 1，槌田　昌平 1，
真田　寧皓 2
1 西宮渡辺心臓血管センター 脳外科・脳卒中センター，2 近畿大
学医学部附属病院　脳神経外科

Transpetrosal approachは一般的にapproachそのもの
の難易度が高いとされるが、その理由には微小解剖の理
解が困難であることや、血管内治療が盛んになってきたこ
とで術者の経験も少なくなってきていること等が挙げられる。
また、後頭蓋窩動脈瘤の治療は一般的に難渋するケース
が多いが、動脈瘤サイズが大きくなると手術難易度も高くな
るのは想像に難くない。今回我々は全く部位の異なる後頭
蓋窩巨大動脈瘤の２症例をtranspetrosal approachに
て治療したので報告する。症例１ 81歳男性。SAH grade 
IV。Mid basilar trunkにgiant aneurysmあり、total 
petrosectomy approachにてneck clipping。 症例2 58
歳女性。誤嚥性肺炎にて他院内科入院。頭部精査にて
左VAに血栓化を伴うgiant aneurysm認め、high flow 
bypassを用いposterior transpetrosal approachを併用
しVA trapping+再建術施行。Cadaver dissectionの写
真を用い微小解剖を紹介し、実際の手術ビデオを供覧す
る。

JS2-1-2 Anterior temporal approachによ
る脳底動脈-上小脳動脈未破裂脳
動脈瘤の治療

松岡　　剛 1，山口　浩司 1，石川　達也 1，
岡田　芳和 2，川俣　貴一 1
1 東京女子医科大学 脳神経外科，2 聖路加国際病院

はじめに 昨今、後方循環動脈瘤は血管内治療がなされる
ことが多いが、脳底動脈-上小脳動脈(BA-SCA)瘤は開頭
術でも対応可能なことが多い。当科におけるBA-SCA瘤ク
リッピング術施行例を後方視的に検討し、アプローチの妥
当性について考察した。対象・方法 2011年1月～2015年
12月に開頭術を行った677例の動脈瘤の内、BA-SCA瘤
を対象とした。手技で重要なのは、シルビウス裂を広く開放
し、血管を側頭葉から剥離して側頭葉を後方へ牽引し、
retrocarotid spaceから動眼神経を視野の中心に置くよう
にBAを観察し、BAをAVMクリップで一時遮断してクリッピ
ング術を施行することである。結果 症例は13例(女性10
例、年齢 59-77歳)であった。BAの一時遮断は8例で行っ
た。後床突起の部分削除は2例で追加した。シルビウス静
脈や蝶形錐体静脈洞などの主幹静脈や動脈を切断した
症例はなかった。術後3DCTAで動脈瘤の消失を全例で
確認した。術後に9例で一過性の動眼神経麻痺が出現し
たが、永続的な神経学的脱落症状例や死亡例は認めな
かった。考察・結論 Transsylvian approachはなじみの
深い方法であり、この変法であるAnterior temporal 
approachもなじみやすい手技と思われるが、開頭やシルビ
ウス裂開放の際にtipsが存在する。当科での治療成績は
許容範囲内であり、BA-SCA瘤へのAnterior temporal 
approachは有効であると考えられた。
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視神経の圧迫などが考えられる．今回の検討で，IC-Cave
動脈瘤に高度視力障害が多い原因として，完全neck 
clippingのためdistal dural ringをC3 carotidの全周性
に剥離した際，視神経周囲の静脈還流障害が生じ視神経
管内圧が上昇，結果，術後遅発性に視力障害が出現する
と考えられた．【結語】高度視力障害の原因は，硬膜輪の
全周性開放による静脈還流障害とそれに続く視束管内圧
上昇が大きく関与していると考えられる．

JS2-1-7 前頭側頭開頭における骨形成的開
閉頭

真田　寧皓 ，久保田　尚 ，加藤　天美 
 近畿大学医学部 脳神経外科

【緒言】前頭側頭開頭は脳神経外科手術において最も汎
用される開頭法の一つであるが，これまでに様 な々方法が
報告されており，そのバリエーションは多岐にわたる。できる
だけ自家組織による硬性再建を行って，可能な限り術前の
状態に戻すことを目指して開閉頭を行い，一定の効果が得
られると感じられるようになった。その具体的な方法と結果
を供覧する。【目的】前頭側頭開頭において骨形成的開
閉頭を行い，術後の開頭部の骨および軟部組織の状態を
評価する。【方法】前頭側頭開頭時に骨欠損を最小限と
する開頭を行い，閉頭時に生じる骨の間隙は，開頭時に採
取した自家骨粉を用いて充填し，その部位が硬性再建とし
て機能するかどうかをCTにより追跡する。また，術後軟組
織を含めた陥凹の程度や感染症の有無を検討する。【結
果】15例16側に対して上記方法を行い，全例で蝶形骨縁
部は理想的な部位で骨折させることができた。ロンジュール
による骨削除は蝶形骨縁のみでよく，予定開頭範囲となるよ
うに追加削除を要したものは1例もなかった。術後約半年
程度で自家骨粉により再建した部位の骨化の開始がCT
で確認され，約1年の経過でほぼ完全に骨化された。また，
軟部組織の萎縮もほとんど認められなかった。【結論】上
記方法は前頭側頭開頭において有用な方法である。

JS2-2-1 鼻腔底粘膜フラップを用いて鞍底
再建を行ったendoscopic TSSの2
例

相見　有理 1，永谷　哲也 2，石川　隆之 1，
吉田　光宏 1，中林　規容 1，市原　　薫 1
1 市立四日市病院 脳神経外科，2 名古屋第二赤十字病院　脳
神経外科

【はじめに】eTSS時の鞍底再建では、鼻中隔粘膜、中鼻
甲介、下鼻甲介フラップを用いることが多いが再手術例で
はこれらが使えない場合がある。鼻腔底粘膜を再建に用い
たので報告する。
【症例１】58歳男性、54歳時下垂体腺腫にて二期的TSS
施行。鼻中隔粘膜にて鞍底再建。鞍上部残存腫瘍増大
しeTSSを行った。鼻中隔穿孔、鼻腔の癒着あり。鞍底の
フラップをはがし前頭蓋底を削除、視神経下面から剥離し
て腫瘍を全摘出し、脂肪、再利用フラップにて再建した。
術後5病日髄液漏、髄膜炎となり再手術を行った。前頭蓋
底硬膜縫合部より髄液漏あり、脂肪を再縫合、鼻腔底粘
膜フラップにて閉鎖した。【症例２】71歳男性。66歳時下
垂体腺腫にてTSS施行。頭蓋内伸展部分は残存。鼻中
隔粘膜フラップにて再建。残存腫瘍増大し、69歳時eTSS

離部を認めるも、膨隆は確認できなかったがPICA起始部
とその遠位でtrappingを行い、経過良好でGRで退院し
た。
<結語>approach側に大きく変位した対側VAから起始す
るPICAの解離に対して、膨隆部を直視できない可能性も
考慮したうえでVA温存の可能性が高い直達手術を選択
し良好な結果を得た。

JS2-1-5 後頭蓋窩小脳AVMの術前計画と手
術

五島　久陽 ，石原　秀行 ，岡　　史朗 ，
貞廣　浩和 ，野村　貞宏 ，鈴木　倫保 
 山口大学医学部 脳神経外科

後頭蓋窩小脳AVMの治療は時に困難である。我々が経
験した小脳AVMを検討し、その治療戦略について考察す
る。2001年から当院で入院治療を行った後頭蓋窩小脳16
例を対象とした。このうち11例に手術摘出が行われ、残り
の5例は未破裂、小型、重症出血発症などの理由で、保
存的加療、血管内治療あるいは放射線手術のいずれか
が行われた。小脳AVMはYasargilやRhotonらの分類も
有名であるが、Rodriguezらの分類に従い5種に分類検討
した。そのうち表層局在の3例は発症時のmRSも低く予後
良好であったが、深部局在の8例は発症時のmRSも悪く、
術中合併症などから術後mRSはわずかに悪化していた。
当院では術前3D-fusion画像でfeeders、drainersと
nidusとの位置関係を把握後に手術approachを決定し、
手術摘出を施行しており、手術成績向上に寄与していると
考える。しかしながら深部小脳AVMはdiffuse nidusであ
ることが多く、nidus腹側にfeeder、drainerが存在し、脳
神経・脳幹に近接して正常穿通枝との関係が複雑である
ことから摘出に難渋すると考える。当院での治療成績から
小脳AVMの術前計画について考察する。

JS2-1-6 傍床突起部動脈瘤の外科治療とそ
の成績

坪井　俊之 ，谷川　緑野 ，野田公寿茂 ，
太田　仲郎 ，松川　東俊 ，齊藤　寛浩 ，
宮田　至朗 ，榊原　史啓 ，木下　由宇 ，
上山　博康 ，徳田　禎久 
 札幌禎心会病院　 脳神経外科

傍床突起部動脈瘤の外科治療とその成績について検討
する． 【対象・方法】2012年4月1日から2015年12月28日
までに当院で外科治療を施行した傍床突起部動脈瘤（全
例未破裂）171例． 【結果】男女比は21：150, 瘤最大径
の平均は6.7mm(2.4-43.1mm)，Highflow bypass併用
例25例．退院時の機能予後は，動眼神経麻痺（一過性）
26例，15.2％ 視力障害（指数便以下）15例（Cave9例，
C2前壁：4例，IC-SHA:2例），8.8% 視野障害（鼻側内
下1/4-1/2盲）35例（SHAを含むC2：20例，Cave15例），
20.5%  指数弁以下の高度視力障害を呈する例では，IC-
Caveに存在し，かつ瘤最大径の平均は6.2mm (3.1-
22.2mm)と比較的小さいものが多い傾向にあった．また，高
度視力障害を呈したほぼ全例で，術後12-48hr以内の遅
発性に出現した．【考察】視力障害の原因は，drillによる
heat injury, clipping時のmanipulation，眼動脈，上下
垂体動脈の潅流障害，硬膜閉鎖に使用した筋肉片による
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angiographyの検討にて、ophthalmic arteryがoptic 
strut内を走行するvariationが1例（1側）に認められた。
これまでにCT angiographyで同様のvariationが確認で
きることを報告した文献はない。過去に当院のCT 
angiographyで偶然発見された同様の血管走行の2症例
と合わせて、安全にanterior clinoidectomyを施行するに
あたり、術前画像評価でどのようにophthalmic arteryの
走向に関するvariationを見極めるかについて検討した。

JS2-2-4 当院での内視鏡下経蝶形骨洞手術
における頭蓋底再建法

福井　崇人 ，旭山　聞昭 ，原　　敬二 ，
瀬尾　善宣 ，中村　博彦 
 中村記念病院 脳神経外科

【はじめに】内視鏡下経蝶形骨洞手術（TSS）は、手術
器具や技術の発展により、近年その適応が拡大している。
それに伴い術中の髄液漏の発生も多くなっており、術後の
髄液漏を防ぐべく、確実な頭蓋底再建が必要とされる。今
回、当院でのTSSにおける頭蓋底再建法につき、手術例
を提示し、報告する。【対象】2013年2月から2015年12
月までの当院における内視鏡下経蝶形骨洞手術（TSS）
において頭蓋底再建を施行した68例を対象とした。男性
は37例、女性は31例、平均年齢は57.2歳（22～87歳）
であった。【方法】術中の髄液漏の程度に応じて以下のよ
うな再建法を施行した。①少量の髄液漏：トルコ鞍内にコ
ラーゲンスポンジ等を充填し、硬膜を縫合し、鞍底硬性再
建。②中等量の髄液漏：トルコ鞍内にコラーゲンスポンジ等
もしくは脂肪片を充填し、硬膜縫合もしくは筋膜による硬膜
欠損部の補強の上、鞍底硬性再建。③多量の髄液漏：
硬膜欠損部を筋膜によるmultilayer法で形成し、鞍底硬
性再建後、有茎鼻中隔粘膜弁で術野を被覆。術後、腰
椎ドレナージは施行していない。【結果】術後髄液漏を生
じたものは1例のみであり、これは再建法の不備ではなく、
術中の髄液漏の評価が不充分であったためと考えられた。
【結語】術中の髄液漏の評価を的確にした上で、確実な
頭蓋底再建法により、術後髄液漏は予防でき、安全なTSS
が可能となると考えられた。

JS2-2-5 3Dモデルを用いた経鼻内視鏡下
前頭蓋底手術のシミュレーション：
工夫と改良

児玉　　悟 1，中川　隆之 2
1 大分大学医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科，2 京都大学大学院
耳鼻咽喉科頭頸部外科

嗅神経芽細胞腫をはじめとする頭蓋底腫瘍に対する経鼻
内視鏡下前頭蓋底手術において内視鏡下拡大前頭洞手
術（Draf III型）は必須の手術手技であり、頭蓋底切除
も含めた技術習得のためには手術トレーニングが必要であ
る。内視鏡下鼻副鼻腔頭蓋底手術ではフローズンカデバ
を用いたトレーニングが最良であり、日本国内でのダイセク
ションコースも増えているが、いまだ様 な々制限があるため、
すべての施設で使用可能なシミュレーターが期待される。
昨年、我々は本学会シンポジウムにおいて、3Dモデル
（KEZLEX, 大野興業製）を用いた内視鏡下拡大前頭洞
手術、前頭蓋底手術の工夫について報告した。今回、さ
らにモデルに改良を加えて検討したので報告する。

施行。遊離鼻中隔粘膜と右鼻腔底フラップにて再建。今
回視神経周囲の腫瘍増大し再度eTSSを行った。中隔穿
孔、右鼻腔の癒着が高度で左鼻腔底フラップを準備した。
脂肪と硬膜を縫合、鼻腔底粘膜にて再建した。
【考察】鼻腔底粘膜は蝶形口蓋動脈の血流を考慮しつつ
上咽頭口で耳管咽頭口の温存に注意すれば十分広い面
積のフラップが採取できる。前頭蓋底に到達させるには蝶
形骨洞前壁下方の十分な削除が重要である。術後咽頭
の違和感はみられなかった。【結語】鼻中隔粘膜が採取
できない再手術例において、鼻腔底フラップは有用であっ
た。

JS2-2-2 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術
を安全に行うための当院での工夫

高野　昌平 ，瀬野　利太 ，大上　史朗 ，
久門　良明 ，大西　丘倫 
 愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

（はじめに）内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術(ETSS)は
トルコ鞍病変のみならず、鞍上部や前頭蓋底、斜台部へ
と適応が拡大してきている。手術を安全に行うためには周
囲の構造物を把握することが重要となる。当施設でも2014
年から内視鏡を用いETSSを施行しており、手術を安全に
行うために我々が行っている工夫を紹介する。（対象と方
法）対象は、2014年7月から2015年12月までの間にETSS
を行った88例である。全例で術前CT、MRIの融合3D画
像によるシミューレションを行った。術中は、Medtronic社
の磁場式ナビーゲーションを使用し、内頸動脈の位置や腫
瘍の位置を確認しながら腫瘍を摘出した。最近の症例で
はKARL STORZ社のICG蛍光内視鏡を用い、内頸動脈
の位置確認、残存腫瘍の評価を行った。（結果）1.術前
のCT、MRIの融合3D画像は、蝶形骨洞内の隔壁の理
解や内頸動脈の位置確認に有用であり、術中視野と同等
の画像が術前に得られた。2.磁場式ナビゲーションでは内
頸動脈の位置の確認や腫瘍の摘出範囲の同定に有用で
あった。また、当施設で開発したマウスピースによるアンテ
ナ固定によりより正確なナビゲーションが可能であった。
3.ICG蛍光内視鏡を使うことで、リアルタイムに内頸動脈を
確認できることが可能であった。また、蛍光までの時間と染
まり方で腫瘍と正常下垂体との鑑別にも有用であった。（結
語）様 な々modalityを使うことでより安全にETSSが行うこ
とが出来た。

JS2-2-3 Ophthalmic arteryがoptic strut
内を貫通する症例についての画像
検討

旭山　聞昭 ，原　　敬二 ，前田　理名 ，
福井　崇人 ，野呂　秀策 ，瀬尾　善宣 ，
中村　博彦 
 中村記念病院 脳神経外科

Anterior clinoidectomyに 関 し て は、 副 鼻 腔 の
pneumatizationや後床突起との骨性bridgeの存在、
SMCV灌流路など様々な注意点があるが、ophthalmic 
arteryの走向に関するvariationも重要であり、これまで
cadaverでophthalmic arteryがoptic strut内を貫通す
る症例が報告されている。
今回、当院で施行された連続100例(200側)のCT 
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回目は脳幹圧迫解除目的にanterior petrosal approach
にて後頭蓋窩の腫瘍を摘出。第3回目は腫瘍減量及び鼻
閉感の改善目的に鼻腔内腫瘍を内視鏡的経鼻手術にて
摘出した。患者が残存右視機能の温存を強く希望したた
め眼窩内病変は部分的摘出に留め、その他両側海綿静
脈洞、トルコ鞍、鞍上部、側頭下窩、翼口蓋窩病変も意
図的に残存させた。病理組織では異型性髄膜腫(WHO 
grade2)、MIB-1 index 5.7%であり、残存病変に対し放
射線療法(54Gy/30回)を行った。
考察：異型性髄膜腫の予後は摘出率と関連があるという報
告がある。摘出率向上目指して外科治療を計画すべきで
はあるが、全摘出が困難な場合どこまでどの部位を摘出す
べきかは症例ごとの詳細な検討が必要である。

JS2-3-2 小脳橋角部腫瘍による三叉神経痛・
片側顔面痙攣

樋口　佳則 1，中野　茂樹 2，堀口健太郎 1，
伊藤　誠朗 3，山上　岩男 4
1 千葉大学大学院医学研究院脳神経外科，2 千葉県循環器病
センター脳神経外科，3 千葉労災病院脳神経外科，4 千葉メディ
カルセンター脳神経外科

【目的】小脳橋角部腫瘍は，三叉神経痛・片側顔面痙攣
の原因となることがあり自験例をもとに両病態の特徴および
手術手技につき検討を行った．
【対象と方法】三叉神経痛・片側顔面痙攣で発症した小
脳橋角部腫瘍11症例を対象とした．平均 51.7 (27~74)歳，
男4例，女7例．9例で三叉神経痛，2例で片側顔面痙攣を
呈した．術前画像診断，手術所見による腫瘍と脳神経の位
置，責任血管の有無に関し検討した．
【結果】三叉神経痛では6例は類上皮腫，3例は聴神経腫
瘍，片側顔面痙攣では髄膜腫（錐体斜台部および錐体
部）によるものであった．三叉神経痛を呈した類上皮腫で
は，神経をencaseする症例が5例（83%）多く，血管圧迫
は1例のみであった．一方，聴神経腫瘍では神経偏倚が認
められた．片側顔面痙攣を呈する2例は神経偏倚とともに，
2例ともに圧迫血管を認めた．腫瘍摘出，圧迫血管を認め
た症例では微小血管減圧術を追加し，術後症状は消失し
た．
【結語】小脳橋角部腫瘍による三叉神経では，三叉神経
の偏倚，類上皮腫では腫瘍自体の刺激などがその病態とし
て考えられた．一方，片側顔面痙攣は腫瘍によるroot exit 
zone近傍の圧迫とともに血管の関与が大きいことが示唆さ
れ，腫瘍摘出のみならずroot exit zoneでの責任血管の同
定ならびに減圧が必要である．

JS2-3-3 頭蓋頚椎移行部病変への
minimally invasive surgeryの工
夫

新　　靖史 ，森崎　雄大 ，角谷　美帆 ，
岡本　　愛 ，古田　隆徳 ，古家一洋平 ，
輪島　大介 ，鄭　　倫成 ，井上　美里 ，
明田　秀太 ，米澤　泰司 
 大阪警察病院 脳神経外科

頭蓋移行部病変はその解剖的な特徴として、骨・筋肉・
靭帯の支持組織と小脳・延髄・下位脳神経・神経根の神
経組織、そして椎骨動脈およびその周囲の静脈叢の血管

KEZLEXの下垂体モデルを用い、前頭蓋底のメルクマー
ルとなる第1嗅糸を新たに作成し、さらにコーンビームCTに
てモデルのCT画像を撮影し、ナビゲーションガイドも使用し
ながら、手術シミュレーションを行なった。結果として、市販
の3Dモデルに工夫を加えることによって、さらに正確な経
鼻内視鏡下前頭蓋底手術のシミュレーションが可能となっ
た。フリーハンド内視鏡操作と視野の展開、ドリリングのシ
ミュレーターとして有用と思われた。

JS2-2-6 鞍上部髄膜腫：視機能障害が軽い
方からの拡大前頭下アプローチの
試み

南田　善弘 ，鵜飼　　亮 ，関　　隆史 
 砂川市立医療センター 脳神経外科

【目的】鞍上部髄膜腫の手術アプローチは前頭下アプロー
チが標準的である。視機能温存のためには視神経に対す
る直接操作を極力避け、かつ視神経および視交差の栄養
血管である上下垂体動脈を温存する必要がある。そのた
めには視神経の内側からの術野と操作が必須である。より
視機能障害が強く状態が悪化した視神経に対してより愛
護的摘出を可能とするため、視機能障害がより悪い側の反
対側からの前頭下アプローチが最適と考えアプローチサイ
ドを決定した。【方法】過去5年に施行した12例を検討対
象とした。視機能障害がより軽い側からの前頭側頭開頭を
行い、前頭下アプローチを採用した。アプローチサイドは
前床突起削除と視神経感開放をルーチンで行った。男性
2例女性10例、年齢は38歳から76歳で平均61歳。右か
らアプローチしたものが7例、左からのアプローチが5例あっ
た。視機能障害の評価は術前術後行い、評価にはVISを
用いてスコア化した。【結果】全例で画像上、あるいは術
後画像で硬膜内全摘出が達成された。視機能障害を認め
た11例5例は視機能が正常化した。5例で改善がみられ1
例のみアプローチサイドの視野障害が悪化した例があっ
た。悪化した例は術後出血を認め、遅発性に悪化した。
感染、髄液漏などの合併症は無かった。【総括】鞍上部
髄膜腫に対して視機能障害が軽い方からの前頭下アプ
ローチを行った。上下垂体動脈の確認が容易で視神経と
の癒着があった場合にも有利に作用した。

JS2-3-1 中頭蓋窩を中心とした異型性髄膜
腫に対して計画的多段階手術にて
摘出を行った1例

金谷　康平 ，千葉　晃裕 ，原　　洋助 ，
荻原　利浩 ，後藤　哲哉 ，本郷　一博 
 信州大学医学部 脳神経外科

はじめに：頭蓋底に広く浸潤・伸展している髄膜腫はいま
だ治療困難な疾患である。今回中頭蓋窩を中心とした巨
大髄膜腫を経験したので、文献的考察を加え報告する。
症例提示：33歳女性。右眼球突出、両側視力低下にて
発症した。右中頭蓋窩を中心とし、前頭蓋、後頭蓋窩、
両側海綿静脈洞、トルコ鞍、鞍上部、右眼窩内、側頭下
窩、翼口蓋窩、鼻腔に進展する8cm大の腫瘤であり、
midline shiftを15mm伴っていた。手術は段階的に行う
計画とした。第1回目手術は右大脳圧迫解除目的に右前
頭側頭開頭で前頭蓋、中頭蓋窩の腫瘍を摘出した。第2
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の閉鎖は術後髄液漏を予防する上で重要である。我々の
行っている有茎筋皮弁による閉鎖法とその結果について
報告する。対象と方法：聴神経腫瘍手術における外側後
頭下開頭では、C字型皮膚切開とし、胸鎖乳突筋を皮膚
とともに翻転後、頭板状筋を正中に翻転、後頭動脈を剥離
した後、頭最長筋、顎二腹筋、上斜筋を一塊に尾外側に
翻転、後頭直筋を正中に翻転する。閉創は、内耳道後壁
は筋肉片、フィブリン糊にて閉鎖、硬膜は後頭骨膜を補填
として閉創後、乳突蜂巣が開放した場合は、尾外側へ翻
転した筋群に割を入れ長さを調節し、硬膜と乳突蜂巣筋
膜付着部に縫い付ける。2008年より2015年までで、神経
線維腫症、再手術、術前から慢性中耳炎を認めた患者を
除いた43手術において、術後の画像検査にて、乳突蜂巣
内の含水量を比較検討した。結果：乳突蜂巣を開放した
手術は17例40％であった。術翌日に比して一週間目の含
水量が増量していたのは9例、変化なし5例、減少3例で
あった。すべての患者において、術後１から3か月後の画
像検査で含水は消失した。慢性期に髄液漏を発症した患
者、中耳炎を画像上認めた患者はいなかった。術後2年
以上MRIを当院で施行した25例の後頭部皮下の筋萎縮
は健側比平均５％で、乳突蜂巣開放群、非開放群に有意
差はなかった。結論：本法による乳突蜂巣への髄液漏予
防効果は高く、積極的に利用すべきと思われた。

JS2-3-6 Vascularized bi-directional 
nerve graft法による顔面神経再建
の１例

今野　信宏 1，垣内　晃人 1，山崎　徳和 2
1 市立函館病院 耳鼻咽喉科，2 函館五稜郭病院　耳鼻咽喉科

耳下腺腺様嚢胞癌は進行は緩徐なことが多いが、しばし
ば神経周囲浸潤を起こすことが多い。顔面神経浸潤例に
対しては神経合併切除、即時再建が行われるが、神経再
建には種々の方法がある。また進行例に対しては、術後
放射線療法を施行することも多く、神経再建の回復過程に
は不利な条件になる。今回我々は、血管柄つき神経を用
いてbi-directional nerve graft法で顔面神経即時再建
を行った症例を経験したので、文献的考察を加えて報告す
る。
症例：71歳女性　主訴：両耳下部腫瘤、左口角麻痺
現病歴：両耳下部腫瘤で前医受診、画像検査上、両耳
下腺腫瘍を認めた。穿刺吸引細胞診では右は多形腺腫
疑い、左は腺様嚢胞癌疑いであった。家族に左口角下垂
を指摘されていたが、自覚的には気にならない程度で、時
期は不明であった。手術加療目的に当科紹介となった。平
成X年１２月に左耳下腺全摘、左上頸部郭清、血管柄付
き神経を用いて顔面神経再建を行った。神経は左外側大
腿回旋動脈を栄養血管とする大腿神経を用いた、bi-
directional nerve graft法で再建した。術後経過は良好
で術後９日目に退院となった。現在外来経過観察中であ
る。

組織が立体的に重なりあっている構造がある。そして、病
変へのアプローチは主に骨削除の範囲からさまざまに命名
されている。手術アプローチとして特に出血への対応、栄
養血管の処置、下位脳神経の機能障害を起こさないよう
に、病変の広がりからアプローチ方向を決め、それにいた
るための筋肉、靭帯の走行から最小限にdissectionする。
このコンセプトで行ったC2 Neurofibrom,Neurinoma, 
F o r a m e n  M a g n u m  M e n i n g i o m a ,  B a s i l a r 
invagination, VA aneurysm, high position CEAの手
術手技を検討した。
腫瘍に対しては、血管に富んだ例でなくても、栄養血管の
処置のためのlateral approachが有用であった。椎骨動
脈瘤に対して、筋肉間で術野を広げ下方から見上げる視
野でintradural juglar tuberectomyの手技が有用な例
があった。高位のCEAではretrojuglar approachが有用
であった。
頭蓋頚椎移行部病変の血管損傷と神経障害の回避およ
び出血のコントロールと髄液漏防止のためには、アプローチ
の工夫および内視鏡の支援などにより深部の術野の弱点
を補った低侵襲手技が有用である。

JS2-3-4 Mastoidectomyが有用であった小
脳半球の脳膿瘍の１例

岡田由実子 ，中村　一仁 ，村田　高穂 
 医療法人穂翔会　村田病院 脳神経外科

【はじめに】慢性中耳炎に起因した頭蓋内膿瘍は、内容
の穿破により重篤化するため病巣除去の際には細心の注
意が必要である。今回、慢性中耳炎に起因した小脳半球
の膿瘍に対し、mastoidectomyを用いて頭蓋内の髄液腔
を開放せずに膿瘍ドレナージができた症例を経験したので
報告する。
【病歴】症例は38歳男性。6ヵ月前から慢性中耳炎の診断
で近医から抗生剤の処方を受けていたが完治せず、次第
に後頭部痛、呂律障害、歩行時のふらつきを訴え当院受
診。初診時の神経学的所見は、意識レベルはJCS1、呂
律障害、複視、右聴力低下、体幹失調を認めた。脳MRI
で右乳突蜂巣の炎症性所見を認め、右小脳半球に径4㎝
のリング状造影を受ける腫瘍性病変を認め、慢性中耳炎に
よる乳突蜂巣炎および右小脳半球膿瘍と診断した。
【治療】入院後、抗生剤の投与を行ったが意識障害が進
行し、乳突蜂巣内の膿を除去しながらmastoidectomyを
行った。さらにpresigmoidより膿瘍を露出し穿刺を行い、
可及的な膿瘍のドレナージを行った。術中くも膜下腔は開
放しなかった。術後、膿瘍の再発はみられず、新たな神
経学的脱落所見は認めなかった。
【考察】乳突蜂巣慢性中耳炎に起因し、乳突蜂巣を介し
て頭蓋内に波及した小脳半球の脳膿瘍に対して、
mastoidectomyにより頭蓋内の髄液腔を開放せずに、膿
瘍ドレナージが可能であった。

JS2-3-5 外側後頭下開頭における有茎筋皮
弁による乳突蜂巣閉鎖法

後藤　哲哉 ，金谷　康平 ，荻原　利浩 ，
本郷　一博 
 信州大学医学部 脳神経外科

はじめに：外側後頭下開頭において、開放した乳突蜂巣
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JS2-3-7 篩骨洞癌扁平上皮癌の臨床検討
小野　剛治 1，梅野　博仁 1，坂田　清彦 2，
森岡　基浩 2，清川　兼輔 3，王丸　用高 3
1 久留米大学　医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座，2 久
留米大学　医学部 脳神経外科学講座，3 久留米大学　医学
部 形成外科学講座

篩骨洞癌に対する前頭蓋底手術の有用性を調べるため
に篩骨洞癌12例の検討を行った。前頭蓋底手術が8例、
選択的動注化学療法（以下RADPLAT）が4例に施行さ
れた。篩骨洞癌12例全体の5年疾患特異的生存率、粗
生存率はそれぞれ44.4％、38.9％であった。前頭蓋底手
術群8例とRADPLAT群4例の5年局所制御率はそれぞ
れ62.5％、0％（p = 0.021）、5年無増悪生存率はそれぞ
れ50％、0％（p = 0.0137）、5年疾患特異的生存率はそ
れぞれ70％、0％（p = 0.0046）、5年粗生存率はそれぞ
れ60％、0％（p=0.05）で有意な差は認めなかった。
RADPLAT群4例は治療後の効果判定でCR3例、PR1例
と良好な結果であったが、4例のうち3例で局所再発、1例
は遠隔再発と頸部リンパ節再発を認めた。直接の死因は3
例が原発巣死、1例が遠隔転移死であった。前頭蓋底手
術群8例のうち術後病理で眼窩内浸潤は4/8例（50％）、
硬膜浸潤は4/8例（50％）に認めた。また切除断端陽性
は3/8例（38％）に認めた。3年局所制御、無増悪生存、
粗生存において切除断端陽性群は陰性群と比較して有
意に悪かった。篩骨洞癌に対する前頭蓋底手術は有用な
治療であるが切除断端陽性例は再発率が高く、手術の際
に切除マージンを確保することが重要であると考えた。
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