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脳神経外科

機能的脳神経外科／定位脳神経外科について

顔面けいれん・三叉神経痛

　機能的脳神経外科は脳外科の分野の一つです。脳外科（脳神

経外科）といえば頭のけがや脳内出血、脳腫瘍、脳動脈瘤などの

治療を思い浮かべる方が多いでしょう。これら（けがや脳卒中に

よる出血や腫瘍）は脳を圧迫・破壊して症状を起こしますので、

病変を取り除く手術を行うわけです。一方、機能的脳神経外科は、

脳や神経の調子（機能）を整えることを目的とした外科です。つ

まり、脳・脊髄・末梢神経の機能・調子を整えて、患者さんが困っ

ている症状を改善しようというものです。

　具体的には以下のような病気の治療を行います。

○顔面のぴくつき（顔面けいれん）

○パーキンソン病

○不随意運動（手足のふるえやジストニアなど）

○お薬で対処できない強い痛み

○顔面の痛み（三叉神経痛）

○脳卒中や脊髄損傷後の痛み

○脳性麻痺や脊髄損傷後などの重度の痙縮（つっぱり）

○中枢性無呼吸症候群

○難治性で薬では対処できないてんかん

　埼玉医科大学では機能的脳神経外科を主に大学病院（毛呂

キャンパス）で行なっています。上にあげたようなご病気でお困

りの方は、大学病院の外来にご連絡ください。

　なお、ここでは、上にあげたご病気のうち、顔面けいれん・三叉

神経痛の治療とパーキンソン病などによる手足のふるえの治療

について詳しく説明いたします。

　顔面けいれんは顔面の片側がかってにぴくぴくと動いてしま

うものです。緊張したり人前にでると余計に強くなります。一方

三叉神経痛は、顔に激しい痛みが走ります。一瞬の強い痛みで

すが、食事・歯磨きや洗顔、お化粧、ひげそりなどによって痛みが

誘発されます。どちらの病気も、放置しても命にかかわるご病気

ではありませんが、ご病気の方を非常に苦しめる病態です。

　この２つの病気は全くちがった病気に見えますが、原因は非

常に似ています。脳幹部という脳の深部で、顔面けいれんでは

顔を動かす「顔面神経」を、三叉神経痛では顔の感覚を担当して

いる「三叉神経」を脳のなかを走行する血管が圧迫しておこりま

す。注射（顔面けいれん）や内服薬（三叉神経痛）で症状が良くな

る場合もありますが、よくならない場合は、御本人の希望があれ

ば手術治療を行ないます。手術は、耳のうしろを5cmほど切開し

て、頭蓋骨に直径2.5cmほどの穴をあけ、脳の深部に到達して神

経を圧迫している血管を移動します。

　手術の合併症として、難聴や死亡といった重大事態も報告さ

れている手術ですので、熟練を要します。埼玉医大では、日本の

大学病院に勤務する医師としては最も手術の経験の豊富な医

師を2008年から招聘、この手術がより安全、確実に行なえるよう

な体制といたしました。

　下記のホームページも参考にしてください。

藤巻医師のホームページ

http://square.umin.ac.jp/takafuji/

機能的脳外科手術・定位脳手術

　脳神経外科の手術の中で、患者さんの脳の機能を治す、症状

を改善する手術は「機能的脳外科手術」と呼ばれます。パーキン

ソン病、振戦、書痙、ジストニア、難治性疼痛、痙縮、痙性対麻痺

などの疾患に対して、症状を改善するために行なうものです。

　特に、脳の深部の特定の部分に対し、頭蓋骨を大きく開けるこ

となく（開頭せずに）細い針などを使ってピンポイントで治療を

行う手技があり、これを「定位脳神経外科手術（定位脳手術）」と

いいます。パーキンソン病や振戦、ジストニアによる手足のふる

えや運動の障害に対しては、この定位脳手術の手法を用いて、

患者さんの症状を改善します。合わせて定位機能的脳手術とも

呼ばれます。

　また、難治性疼痛に対しては脊髄を刺激する脊髄刺激療法

（spinal cord stimulation）、手足の筋肉が過度に緊張してしまう

痙縮や痙性対麻痺などに対してはバクロフェン髄腔内投与（Ｉ

ＴＢ）という治療も行っています。いずれも、2mmほどの針穴か

ら細い道具を使用して治療する方法です。

　埼玉医科大学病院ではこのように、患者さんには負担の少な

い方法を使って患者さんの症状を改善する治療も専門としてお

ります。患者さんの病状により、治療法も様々です。こうした治療

の手術の利点、欠点をよくお話して、ご本人とご家族によくご理

解・ご納得いただいた上で治療を進めてまいります。

1. 脳深部刺激術とその対象疾患

A.パーキンソン病
　パーキンソン病の治療は内服薬（お薬）による治療が原則で

すが、長期に内服を続けていますと、お薬の効果が短くなりすぐ

に体が動かなくなる、副作用で体が勝手に動く（ジスキネジア）、

といった症状が出てきてしまうことがあります。また、中には、副

作用のために十分にお薬を飲めない患者さんもいらっしゃいま

す。こうした場合には手術が有効です。

　手術は、定位脳手術の手法を用いて、細い針を使って脳の深

部に細い電極をさしこみ、脳を刺激する装置を埋め込みます（脳

深部電気刺激、DBS)。視床下核という部位を電気で刺激する場

合が多いのですが、患者さんの症状により、視床や淡蒼球内節

と呼ばれる部位を選ぶこともあります。

　この治療により、お薬を

のんでもすぐに効果がな

くなってしまう、という症

状を和らげることができ

ます。また、お薬の量を少

し減らすことができるので、

体が勝手に動いてしまう

ジスキネジアを治す、ある

いは減らすことができま

す。また副作用のために

お薬が十分にのめない方

でも、症状を改善すること

ができます。

　脳深部電気刺激手術で

は手術の後、体の外から

刺激の強さや頻度を変更できますので、症状に応じて電気刺激

の条件を調節して効果を高めることができます。小さな穴から

電極をさしこむ手術ですので、比較的高齢の方でも手術が可能

です。

B.手足のふるえ（本態性振戦・書痙）およびジストニア
　これらの病気の多くは、筋肉の緊張や動作をおこなっている

脳の中の運動調節のしくみの不調によるものです。その調節機

能の中でも脳の深部に存在する大脳基底核という場所で変調

がおこっていることがわかってきました。大脳基底核の変調、と

いう点では前の項目のパーキンソン病に似たしくみでおこって

いるようです。大脳基底核とひとくくりにしてしまいましたが、数

mm離れるとその働きはことなっていますので、電気で刺激した

り凝固したりする部分は、病気の種類や症状によって異なります。

パーキンソン病と同じように定位脳手術の手法を用いた脳深部

刺激手術や凝固術で治療を行うことによって、こうした不随意運

動を改善することが可能です。

2. 脊髄刺激術と難治性疼痛（神経障害性疼痛）

　痛みはケガや炎症などさまざまな原因で生じますが、通常の

鎮痛薬などでは痛みを和らげることができない、治療が難しい

ものがあり、これを難治性疼痛と呼びます。中でも、神経そのも

のが傷ついた後に痛みを感じるようになってしまう場合を神経

障害性疼痛と呼びます。痛みを脳に伝える役割をしている神経

そのものが痛みの原因になってしまうので治療が難しいのです。

手足の末梢神経の損傷による痛み、脊髄損傷による痛み、脳卒

中後の手足の痛みなどがよく知られています．（三叉神経痛は別

項で説明してあります．）

　重度の難治性の神経障害性の痛みに対しては特別な治療法

が必要になります．

　患者さんに負担が少なく、効果の高い方法が、脊髄硬膜外電

気刺激療法です。これは、腰や背中から細い針を用いて脊髄の

外（硬膜外）に電極を置き、脊髄を刺激する方法です。まず、①局

所麻酔で電極を置いて効果があるかどうかを確認し、②効果が

あれば刺激装置を埋め込む、という手順で行ないます。ですから、

患者さんにとって、少ない負担で効果があるかどうかを確かめ

られる点が大きな長所です。特に末梢神経損傷後の疼痛、脊髄

損傷後の痛み、腰椎ヘルニアや脊柱間狭窄症、腰椎症に伴う、あ

るいは手術後にも残った痛みに効果があります。

　視床痛といわれる、脳卒中の後に生じる痛みに対しては、脳深

部あるいは脳の表面に電極を置いて電気刺激を行う方法があり

ます。この手術も、まずは効果が期待できるかどうかを試験刺激

やある薬物を用いた検査で判定してから行ないます。（脳深部

電気刺激療法、脳皮質運動野電気刺激療法と呼ばれます）。

3.バクロフェン髄腔内投与療法（ITB）と痙性対麻痺・痙縮・小児
麻痺

　筋肉に力がはいりすぎて、動きにくかったり、勝手に突っ張る

ように動いてしまう状態を痙縮、痙性麻痺などといいます（医学

的には伸張反射が亢進した状態とされます）。これは、脳卒中や

外傷で脊髄や脳が傷害された後、幼少時の脳の損傷（いわゆる

小児麻痺）あるいは痙性対麻痺といわれる病気で見られます。

　この状態に対して色々な治療法があります。リハビリテーショ

ン、内服治療、神経ブロックやボツリヌス毒素の局所注射など、

患者さんにとって負担の少ない治療からはじめ、いくつかを組

み合わせたりしながら行なってゆきます。しかし、こうした治療で

は効果がない場合、脳神経外科の手術を考慮します。

　この痙縮という状態にはバクロフェンという薬物が有効で、内

服薬もあるのですが、通常の内服量では、病気の原因がある脊

髄に充分な量を送ることができません。そこで、体内にポンプを

植え込み細い管（カテーテル）を髄腔（脊髄の外側）に留置して

ポンプからバクロフェンを投与し続ける方法が開発されました。

これがバクロフェン髄腔内投与療法（ITB）です。ポンプはお腹の

皮膚の下に手術で埋め込みます。2，3ヶ月ごとにポンプの中に

注射で薬剤を補充します。また、ポンプにはコンピューターが内

蔵されており、体の外から薬剤の量を調整できます。

　この方法も、他の機能的脳神経外科手術と同様、まずは効果

があるかどうかをテストすることができます。また、脊髄の外側

に細いカテーテルを置く手術ですので患者さんの負担も少なく

済みます。ただし、強力な薬剤が投与され続けていますので、突

然投与が止まったりすると大変な事になりえます。ポンプやカ

テーテルといった異物を体内に植え込みますので、感染の危険

もあります。効果と危険をを考慮し、患者さんやご家族とよく相

談して選択する治療です。

　こうした機能的脳神経外科の対象となる疾患の多くは、お薬

をのむことによる薬物治療をまず行ないます。しかし、お薬の治

療で症状があまり良くならない場合もあり、そうした中には機能

的脳神経外科手術でよくなる見込みの患者さんもいらっしゃい

ます。患者さんの症状とお薬での治療の効果をみきわめて、手

術を行った場合の利点・考えうる短所や危険をよくご説明した上

で治療をしてまいります。まずは外来でご相談ください。

http://square.umin.ac.jp/takafuji/
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　脳神経外科の手術の中で、患者さんの脳の機能を治す、症状

を改善する手術は「機能的脳外科手術」と呼ばれます。パーキン

ソン病、振戦、書痙、ジストニア、難治性疼痛、痙縮、痙性対麻痺

などの疾患に対して、症状を改善するために行なうものです。

　特に、脳の深部の特定の部分に対し、頭蓋骨を大きく開けるこ

となく（開頭せずに）細い針などを使ってピンポイントで治療を

行う手技があり、これを「定位脳神経外科手術（定位脳手術）」と

いいます。パーキンソン病や振戦、ジストニアによる手足のふる

えや運動の障害に対しては、この定位脳手術の手法を用いて、

患者さんの症状を改善します。合わせて定位機能的脳手術とも

呼ばれます。

　また、難治性疼痛に対しては脊髄を刺激する脊髄刺激療法

（spinal cord stimulation）、手足の筋肉が過度に緊張してしまう

痙縮や痙性対麻痺などに対してはバクロフェン髄腔内投与（Ｉ

ＴＢ）という治療も行っています。いずれも、2mmほどの針穴か

ら細い道具を使用して治療する方法です。

　埼玉医科大学病院ではこのように、患者さんには負担の少な

い方法を使って患者さんの症状を改善する治療も専門としてお

ります。患者さんの病状により、治療法も様々です。こうした治療

の手術の利点、欠点をよくお話して、ご本人とご家族によくご理

解・ご納得いただいた上で治療を進めてまいります。

1. 脳深部刺激術とその対象疾患

A.パーキンソン病
　パーキンソン病の治療は内服薬（お薬）による治療が原則で

すが、長期に内服を続けていますと、お薬の効果が短くなりすぐ

に体が動かなくなる、副作用で体が勝手に動く（ジスキネジア）、

といった症状が出てきてしまうことがあります。また、中には、副

作用のために十分にお薬を飲めない患者さんもいらっしゃいま

す。こうした場合には手術が有効です。

　手術は、定位脳手術の手法を用いて、細い針を使って脳の深

部に細い電極をさしこみ、脳を刺激する装置を埋め込みます（脳

深部電気刺激、DBS)。視床下核という部位を電気で刺激する場

合が多いのですが、患者さんの症状により、視床や淡蒼球内節

と呼ばれる部位を選ぶこともあります。
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くなってしまう、という症

状を和らげることができ

ます。また、お薬の量を少

し減らすことができるので、

体が勝手に動いてしまう

ジスキネジアを治す、ある

いは減らすことができま

す。また副作用のために

お薬が十分にのめない方

でも、症状を改善すること

ができます。

　脳深部電気刺激手術で

は手術の後、体の外から

刺激の強さや頻度を変更できますので、症状に応じて電気刺激

の条件を調節して効果を高めることができます。小さな穴から

電極をさしこむ手術ですので、比較的高齢の方でも手術が可能

です。

B.手足のふるえ（本態性振戦・書痙）およびジストニア
　これらの病気の多くは、筋肉の緊張や動作をおこなっている

脳の中の運動調節のしくみの不調によるものです。その調節機

能の中でも脳の深部に存在する大脳基底核という場所で変調

がおこっていることがわかってきました。大脳基底核の変調、と

いう点では前の項目のパーキンソン病に似たしくみでおこって

いるようです。大脳基底核とひとくくりにしてしまいましたが、数

mm離れるとその働きはことなっていますので、電気で刺激した

り凝固したりする部分は、病気の種類や症状によって異なります。

パーキンソン病と同じように定位脳手術の手法を用いた脳深部

刺激手術や凝固術で治療を行うことによって、こうした不随意運

動を改善することが可能です。

2. 脊髄刺激術と難治性疼痛（神経障害性疼痛）

　痛みはケガや炎症などさまざまな原因で生じますが、通常の

鎮痛薬などでは痛みを和らげることができない、治療が難しい

ものがあり、これを難治性疼痛と呼びます。中でも、神経そのも

のが傷ついた後に痛みを感じるようになってしまう場合を神経

障害性疼痛と呼びます。痛みを脳に伝える役割をしている神経

そのものが痛みの原因になってしまうので治療が難しいのです。

手足の末梢神経の損傷による痛み、脊髄損傷による痛み、脳卒

中後の手足の痛みなどがよく知られています．（三叉神経痛は別

項で説明してあります．）

　重度の難治性の神経障害性の痛みに対しては特別な治療法

が必要になります．

　患者さんに負担が少なく、効果の高い方法が、脊髄硬膜外電

気刺激療法です。これは、腰や背中から細い針を用いて脊髄の

外（硬膜外）に電極を置き、脊髄を刺激する方法です。まず、①局

所麻酔で電極を置いて効果があるかどうかを確認し、②効果が

あれば刺激装置を埋め込む、という手順で行ないます。ですから、

患者さんにとって、少ない負担で効果があるかどうかを確かめ

られる点が大きな長所です。特に末梢神経損傷後の疼痛、脊髄

損傷後の痛み、腰椎ヘルニアや脊柱間狭窄症、腰椎症に伴う、あ

るいは手術後にも残った痛みに効果があります。

　視床痛といわれる、脳卒中の後に生じる痛みに対しては、脳深

部あるいは脳の表面に電極を置いて電気刺激を行う方法があり

ます。この手術も、まずは効果が期待できるかどうかを試験刺激

やある薬物を用いた検査で判定してから行ないます。（脳深部

電気刺激療法、脳皮質運動野電気刺激療法と呼ばれます）。

3.バクロフェン髄腔内投与療法（ITB）と痙性対麻痺・痙縮・小児
麻痺

　筋肉に力がはいりすぎて、動きにくかったり、勝手に突っ張る

ように動いてしまう状態を痙縮、痙性麻痺などといいます（医学

的には伸張反射が亢進した状態とされます）。これは、脳卒中や

外傷で脊髄や脳が傷害された後、幼少時の脳の損傷（いわゆる

小児麻痺）あるいは痙性対麻痺といわれる病気で見られます。

　この状態に対して色々な治療法があります。リハビリテーショ

ン、内服治療、神経ブロックやボツリヌス毒素の局所注射など、

患者さんにとって負担の少ない治療からはじめ、いくつかを組

み合わせたりしながら行なってゆきます。しかし、こうした治療で

は効果がない場合、脳神経外科の手術を考慮します。

　この痙縮という状態にはバクロフェンという薬物が有効で、内

服薬もあるのですが、通常の内服量では、病気の原因がある脊

髄に充分な量を送ることができません。そこで、体内にポンプを

植え込み細い管（カテーテル）を髄腔（脊髄の外側）に留置して

ポンプからバクロフェンを投与し続ける方法が開発されました。

これがバクロフェン髄腔内投与療法（ITB）です。ポンプはお腹の

皮膚の下に手術で埋め込みます。2，3ヶ月ごとにポンプの中に

注射で薬剤を補充します。また、ポンプにはコンピューターが内

蔵されており、体の外から薬剤の量を調整できます。

　この方法も、他の機能的脳神経外科手術と同様、まずは効果

があるかどうかをテストすることができます。また、脊髄の外側

に細いカテーテルを置く手術ですので患者さんの負担も少なく

済みます。ただし、強力な薬剤が投与され続けていますので、突

然投与が止まったりすると大変な事になりえます。ポンプやカ

テーテルといった異物を体内に植え込みますので、感染の危険

もあります。効果と危険をを考慮し、患者さんやご家族とよく相

談して選択する治療です。

　こうした機能的脳神経外科の対象となる疾患の多くは、お薬

をのむことによる薬物治療をまず行ないます。しかし、お薬の治

療で症状があまり良くならない場合もあり、そうした中には機能

的脳神経外科手術でよくなる見込みの患者さんもいらっしゃい

ます。患者さんの症状とお薬での治療の効果をみきわめて、手

術を行った場合の利点・考えうる短所や危険をよくご説明した上

で治療をしてまいります。まずは外来でご相談ください。

【脳深部刺激装置のイメージ】




