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前庭神経鞘腫の手術治療成績
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Abstract

[Objective] One of important factors of surgery for vestibular schwannomas is to preserve facial and hearing func-
tion. In the past years, Gamma knife radiosurgery was carried out for small tumors, and medium to large tumors
were intentionally partially removed without opening the internal auditory meatus and followed by scheduled Gam-
ma knife radiosurgery in our institute. However, we have changed our surgical strategy for vestibular schwannomas
in these years. We opened the internal auditory meatus and removed tumors as much as possible to avoid unneces-
sary planned radiosurgery. When the tumor recurred, adjuvant radiosurgery or craniotomy was inducted. We evalu-
ated our surgical outcome and compared two groups between with and without opening internal auditory canal.
[Materials and Methods] Sixty-eight cases of vestibular schwannoma were operated from 2006 through 2015. Of 68,
we did not open the internal auditory canal in 32 (group A), and opened it in 36 (group B). Age, gender, tumor size,
and preoperative functional condition of patients were not significantly different between two groups. 
[Results] Facial nerve function was preserved in 96.9% in group A, and 100% in group B (n.s.). Useful hearing was
preserved in 22.2% in group A, and 44.4% in group B (n.s.). Adjuvant therapy after tumor recurrence was required
in 46.9% in group A, and 11.1% in group B (p=o.oo1). 
[Conclusions] Vestibular schwannomas should be removed as much as possible at the first operation.  Considering
painful repeat treatment and medical cost, scheduled following radiosurgery should not be planned.
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【はじめに】

前庭神経鞘腫の手術は機能温存が重視されるようにな

って久しくなる。当院での従来の治療方針としては、小

さい腫瘍はガンマナイフを行い、大きい腫瘍は部分切除

の後にガンマナイフを前提とする治療方針になっていた。

著者らは手術方針を徐々に転換し、術後ガンマナイフを

前提とせず、可及的に腫瘍切除を行い、経過観察の後に

増大した腫瘍のみにガンマナイフを行うこととした。著

者らの手術成績と前庭神経鞘腫の治療方針につき検討し

たので報告する。

【対象と方法】

2006年8月から筆頭著者が開頭腫瘍摘出術を執刀もしく

は指導した68例について検討した。32例は内耳道後壁を

削除せず（A群）、36例は内耳道後壁を削除し可及的に腫

瘍切除を試みた（B群）。術後は、ガンマナイフを前提と

せず、外来で継時的MRIを行い、増大傾向を認めたとき

にガンマナイフを施行することとした。A群の32例のう

ち、未治療が25例、初回治療のガンマナイフ後再発が6

例、手術後再発しガンマナイフ施行したが増大したため

再手術を施行したのが1例であった。B群の36例のうち、

未治療が30例、初回治療のガンマナイフ後再発が6例であ

った。

年齢は平均58（17〜86）歳で、A群では平均62.6（21〜

86）歳、B群が平均53.9（17〜79）歳であった（Table.

1）。男：女比は21:47で、A群11:21、B群10:26であった。

腫瘍の脳槽内最大直径は、平均32.0（17〜53）mmで、A

群が平均35.2（   18-53）mm、B群が平均29.2（17-52）mm

であった。Koos分類ではB群の1例のみgrade IIIで、その

他すべてgrade IVであった。水頭症が術前見られたのは

10例で、A群3例、B群7例であった。

術前顔面神経麻痺があったのは68例中9例であり、A群

4例、B群5例であった（Table 2-4）。その内訳は、顔面神

経House-Brackmann分類で、A群でgrade I 28例、grade II

2例、grade III 0例、grade IV 1例、grade V 1例、VI 0例

であった。B群でgrade I 31例、grade II 0例、grade III 4

例、grade IV 1例、V-VI 0例であった。

術前有効聴力（Gardner-Robertson分類I、II）があった

のは、68例中18例であり、A群9例、B群9例であった

（Table 5-7）。その内訳は、A群で、class I 6例、class II 3

例、class III 10例、class IV 1例、class V 12例であった。

B群で、class I 4例、class II 5例、class III 13例、class IV

0例、class V 14例であった。

A群とB群にこれらすべての要因に有意差は認められな

かった。

手術方法は68例中、A群の32例すべてと、B群の36例中

34例に外側後頭下開頭で行った。B群の2例は小脳の浮腫

が高度であったため経迷路法を用いた。

【結　　果】

全症例68例のfollow-up期間は、平均40.6（1〜109）か

月で、A群32例は平均53.0（1〜109）か月、B群36例は平

均29.5（3〜84）か月であった。

腫瘍の摘出度は、A群では32例すべて脳槽内は亜全摘

だが内耳道内腫瘍は残存している（Fig.1）。B群36例中、

全摘出は２例、亜全摘が32例、顔面神経の走行により部

分摘出に終わったのが２例であった（Fig.2）。

腫瘍再発に関しては、A群では32例中15例（46.9%）に

再発を認め、追加治療を行った。そのうち13例に定位放

射線手術（SRS）を施行し（ガンマナイフ12例、ノバリ

ス1例）、2例に再手術を行った。術後平均23.5か月（1〜

72か月）に追加治療を行った。B群では36例中4例

（11.1%）に再発し、4例すべてにガンマナイフを行った。

Table 1. Summary of operative cases



この中に部分摘出に終わった2例が含まれている。全摘出

された症例には再発はなかった。ガンマナイフは術後平

均3か月（1〜6か月）に行った。B群はA群に比べ有意に

追加治療が少なかった（p=0.001）。追加治療した群の

MIB-1 index：中央値5（2〜15）%と、追加治療しなかっ

た群のMIB-1 index：中央値5（1〜12）%の間に有意差は

認められなかった。

術前水頭症が認められた10例はすべて術後に水頭症は

改善した。

全症例での顔面神経機能温存は68例中67例（98.5%）で

あった（Table 2）。そのうち顔面神経機能改善が7例あっ

た。群別顔面神経機能は、A群では顔面神経機能温存は

32例中31例（96.9%）であり、改善5例、悪化1例であった

（Table 3）。B群では顔面神経機能温存は36例中36例100%

であった（Table 4）。A群とB群に有意差はなかった。

全症例の有効聴力温存（Gardner-Robertson分類class I、
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Fig.1. 21 year-old female, a case of A group,
A; preoperative Gd-MRI showing a right vestibular
schwannoma, with useless hearing, class 3 of Gard-
ner-Robertson (G-R) classification. B; Gd-MRI just
after craniotomy without opening the internal audi-
tory canal. Gamma knife radiosurgery was done 2
months after craniotomy. C; Gd-MRI 2 years after
Gamma knife radiosurgery. D; Normal facial func-
tion and useful hearing, class 2 of G-R classifica-
tion, 2 years after treatment. 

Fig.2. 17 year-old female, a case of B group
A; preoperative Gd-MRI showing a right vestibular
schwannoma with flow void signals, B; ASL (arteri-
al spin labeling) demonstrates hypervascularity, C;
A fusion images of CISS（constructive interfer-
ence in steady state）and DTI (diffusion tensor
image). Yellow lines indicate cranial nerves from
CISS, blue lines from DTI, the tumor is displayed
in green. D, E; Gd-MRI just after craniotomy with
opening the internal auditory canal. F; Normal
facial function after craniotomy

Table 2. Pre- and Post-operative facial nerve function (Group A and B) 
by House-Brackmann grade 



II）は18例中6例（26.3%）であった（Table 5）。非有効聴

力（class III、IV、V）が有効聴力に改善したのが2例あ

った。16例に腫瘍の再発のためガンマナイフを追加し1例

有効聴力を失った（Fig. 1）。

群別聴力機能では、A群で、有効聴力温存は、9例中2

例（22.2%）であり、非有効聴力が有効聴力となった例が

23例中2例（8.7%）であった（Table 6）。B群で、有効聴

力温存は、9例中4例（44.4%）であった（Table 7）。B群

で非有効聴力が有効聴力となった例はなかった。A群とB

群に有意差は認められなかった。
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Table 3. Pre- and Post-operative facial nerve function (Group A ) 
by House-Brackmann grade

Table 4. Pre- and Post-operative facial nerve function (Group B) 
by House-Brackmann grade 

Table 5. Pre-and Post-operative hearing function (Group A and B) 
by Gardner-Robertson classification  



【考　　察】

聴神経鞘腫の自然歴の研究においては、年1〜2mmの増

大1,2）、75%は増大しない3）という報告がある。このため、

聴神経鞘腫の治療方針としては、小さい腫瘍はまず経過

観察が勧められる。小〜中等度の大きさで増大傾向があ

れば、ガンマナイフなど定位的放射線手術または治療

（SRSまたはSRT）が行われ、大きい腫瘍に手術が行われ

る傾向がある4）。手術では、小さい腫瘍ほど機能温存でき

る可能性が高くなるため、小さい腫瘍でも手術を推奨す

る報告もある5）。当院での治療方針は、直径2.5cm以上や

小さくてもKoos’分類IVの腫瘍は手術を第一選択とする

が、直径2.5cm未満で脳幹を圧迫していない腫瘍はガンマ

ナイフを第一選択としていた。著者らも基本的には同じ

方針であるが、小さい腫瘍でも患者さんが手術を選択す

れば手術を第一選択としたいが、患者さんがガンマナイ

フを第一選択と希望するのが現状である。

大きい腫瘍の摘出方針でも一致した見解は得られてい

ない。可及的腫瘍を摘出する方針と6,7）、部分摘出の後に

計画的にガンマナイフの追加治療を行う方針である8）。ど

ちらも機能温存を第一目標にするのは大前提である。当

院でも筆頭著者が手術を担当する以前は、内耳道後壁を

削除せず、部分摘出の後に3か月後にガンマナイフを行う

方針であった。筆頭著者が執刀医となり、徐々に摘出方

針を可及的切除に変更していった。内耳道後壁を削除し

なければ、顔面神経を最初に確認できるのは、REZ付近

のみであり、癒着が最も強い脳槽部分では確認が不十分

になる。このため内耳道内のみならず、顔面神経や蝸牛

神経周囲にかなりの腫瘍を残存させてしまうことが多い。

それに対して、内耳道後壁を削除すると最も癒着の強い

脳槽部分を、脳幹側からと内耳道側からの両方向から腫

瘍を剥離できるため、神経に付着する腫瘍を可及的に減

少させ得ることになる。神経モニターを駆使すれば、神

経機能温存に関しては内耳道後壁削除の有無により有意

差が出るほどの違いはなかった。しかし、内耳道内腫瘍

を残存させると腫瘍は再発しやすいと言われているため
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Table 6. Pre-and Post-operative hearing function (Group A) 
by Gardner-Robertson classification 

Table 7. Pre-and Post-operative hearing function (Group B) 
by Gardner-Robertson classification  



可及的に腫瘍切除する方が良い9）。本研究では、A群再発

46.9%に対しB群再発は11.1%と、有意な差があり、内耳

道後壁を削除し可及的に腫瘍切除した方が、追加治療を

行うことなく腫瘍のコントロールができている。

A群、B群とも最終観察では腫瘍は制御できている。し

かし、内耳道後壁を削除し、可及的に腫瘍を切除する方

が、追加治療が少なく、患者さんの負担軽減や、医療資

源を考慮した上でも優位になると考える。2度の治療を前

提とするよりも1度の治療で腫瘍制御を図り、不幸にも再

発してしまったときに再治療を検討すべきである。

【結　　論】

前庭神経鞘腫の手術では、内耳道後壁を削除し可及的

に腫瘍を切除することにより、機能温存に不利益を生じ

ることなく、再発を少なくすることができる。ガンマナ

イフなどのSRSは計画的に行うのでなく、不幸にも再発

したときに行うのが望ましい。
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