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形外科で抗生物質が普及する以前に,多くが結核や感数

を経過 した強直に対して施行されたタロ--ふ硬化同棲大

腿筋膜 (JK g莫)中間挿入膝関節形成術の術後平均37年

の追跡調査を行った結果,過半数の患者が60度以上の可

動域を保持 し捧痛による障害も認めなかった.人工関節

の適応が困難な例に対し 既に過去の手術と位置づけち

れているこの生物学的関節形成術を同種筋膜を jK 膜

に準じ処理 し涌いた.78才男性の脱臼を伴う高度外反母

虻と38才の急性骨髄性白血病に伴った化膿性関節炎後の

強直足関節の2症例に対し手術を行った,術後無痛の関

節機能を獲得 し手術の目的は逮せられた.今後の適応拡

大をこあたってはクローム硬化膜の生物学的機能や安全性

など基礎的研究を進める必要がある.

射 脳神経外科手術におけるセラミックバ-ホ-

ルポタンの使用経験
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従来,穿頭および開頭術において,バ…ホ…ル部分の

骨欠損の補填は,行われないか,穿頭時にできた骨層を

用いて行っていたが,術後 しばらくするとバ-ホ-ル部

分が陥凹してしまうことが多かった.近年,骨補畷材料

として来歴アパタイ トを主材料としたセラミックが網い

られるようになり,頭蓋骨欠損部の補塀用の製品も保険

適応で使用できるようになった,当科では,バ-ホ-ル

部分の補填に用いる,バ-ホ-ルボタンおよびバ-ホ-

ルキャップ (チュ-プを通す溝が頻られている)を使用

している.

平成8年4月 1日から平成9年 5月31日の問に当科で

行われた穿頭術48例中46例,開頭術確4例車31例において

バーホール部の骨補填にセラミック (水酸アパタイ トと

リン酸3か レジウムの複合材)メ-ホ-ルボタン及びバ-

ホ--ルキャップ (セラタイ ト⑧,中外製薬)計96個を使

潤 した.これに起因すると思われる副作用は認めず,感

染を起こした例もなかった.前額部の穿頭術に使用 した

ま例で,術後バ-ホールボタンの部分の突出が認められ

た.また,開頭術で使用した1例で,入れたバ-ソ-ル

ポタン8機中2個が,入れた部位より外れ移動 した,

屯ラミックバーホールポタソによるバーホール部の骨

禰塀は,簡便で感染の危険性もなく,有用であるが,A

れる部位の骨の形状により突出してしまうことがあるの

管,注意を要する.また,開頭術で使周する場合は入れ

た部位より外れてしまうことがあるので,生体接着剤等

により固定するなどの工夫が望ましいと思われた.
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ま)外傷性緊張性気脳症の 1例
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今回我々は,頭部打撲により緊張性気脳症を併発 し手

術を要 した37才男性例を報告した.頭部打撲から約 1ケ

月後をこ,明らかな髄液漏が認められないまま左前頭葉内

に緊張性気脳症が出現した本症例に対L CrreconstniC-

tion,3D-CT 等をこて漏孔部位の検索を行った.手術は

両側冠状切開,左に大きい両側前頭開頭の上,左前頭葉

皮質経由でまず脱気を行い脳容積を縮小させた後,硬膜

下から左前頭洞後壁にある骨折に伴う轟孔部位の修復を

行った.この際,術中サ明らかな感染の兆俵は認められ

なかったため,骨欠損部を脂肪で packした後,顕教

鏡下に他部位の正常硬膜を patch L縫合した,これに

よる硬膜欠損部には側頭筋膜を補填.術後経過は良好で

あり,術後髄液漏や髄膜炎の出現も,また気膳症の再発

も認めず,術後3週間で何らかの神経学的後遺症を残さ

ず退院 した.その後も現在まで半年以上再発なく経過 し

ている,

本症例では,手術に先立ち頭蓋底部の状態を 3DぺニT

で確認 しており,漏孔部の位置の同定,術中におけるそ

の立体的把握をこ極めて有用であった.

また外傷性気脳症は頭部外傷の10%前後をこ合併すると

の報告が多いが,そのなかでも穿通性頭部外傷を除 くと
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脳内気脳症は比較的まれである.本症例は当初,画像上

典型的な脳内気脳症の像を塁しており,その発症磯序,

臨床症状に対 し若干の文献による考察を加えた,即ち,

脳内気脳症は,骨硬膜欠損部に挫滅脳が脱出し,欠損部

周囲での脳一硬膜はん痕の辺縁での癒着が基礎にある場

合,かん頓脳の中心部が壊死,救化して管状の空気流通

路が形成され抵抗の少ない脳内深部に向かって気腰が増

大することが原因とされている.このため脳内気脳症で

は自然治癒は期待 し難 く通常緊急手術の対象となる.普

た脳内気脳症をこおいては,この癒着により通常は硬膜下

腔,クモ膜下腔と変通は額いため,臨床的には髄液漏は

認められないか少農である.またこうした癒着は骨,硬

膜と脳の間が密である前頭葉に起こりやすく,実際脳内

気脳症の好発部位と-致する.今回の症例においてもこ

れらの点は同様であった.

2)出血を繰 り返 した小脳 ｢静脈性血管腫｣の
1例

小出 牽 ･郎 浩 (鮎 監夏祭院)
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【症例】46才,女性. 5年前,右小脳出血を生 じ,某

医にて保存的に加療を受けた既往がある.初回出血から

約5年後に再び右小脳出血を生じ 当科に入院した.CT,

MR王で右小脳出血を認め,脳血管撮影で同部に静脈性

血管腫を認めたが,出血源との関連は不明であった,血

腫の消礎を待って,MR王を再検 したところ,静脈性血

管腫の近傍に,海綿状血管腫を疑わせる所見を認め,辛

術を行った,

【術中所見 ･病理所見】静脈性血管腫の近傍に海綿状

血管腫を認め,これが出血源であった.海綿状血管腫の

流出静脈は,静脈性血管腫の流出静脈に合流していた.

【まとめ】

① 小脳に静脈性血管腫を認めた例で,同部に脳内出血

を繰 り返 した1例を報告 した.

② 血鷹消韻期に施行 した MRIから,静脈性血管腰の

近傍に他の血管奇形の存在を疑い,手術を施行した.術

中所見では,静脈性血管腰の近傍に海綿状血管腫を認め,

これが出血源であった.海綿状血管腫の流出静脈は,静

脈性血管腫の流出静脈に合流していた.

③ 静脈性血管腫からの出血は極めて稀と考えられる.

したがって脳内出血の部位に-致 して静脈性血管腫を認

める症例に遭遇 した場合には,静脈性血管腫の近傍に
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(寮の出血源として)海綿状血管腫など他の血管奇形が

存在する可能性を常に念頭に置き,出血源の検索を進め

る必要があると思われた.出血源の検索闘 ま,血感消鶴

期における MRIが有用であった.

3)脳動静脈奇形 と脳動脈癖 合併例に対する血

管内外科的治療

小池 哲堆･佐 木々 修

'･. ..ll'一･ 一't･.:∵ 上 ∴l:

パ ､ j ∴ ::∵ ~･

症例は55歳男性,てんかん発作にて発症 し,精査にて

2本の中大脳動脈を主な流入動脈とする左側頭葉の脳動

静脈奇形 (AVM)と約 3mm 径の左内頚動脈前脈絡動

脈分岐部動脈痛 (An)を認め,他院より解介となった.

治療方針として Anに対 しては AVM の存在のため通

常のクリッピソグは容易でないと思われ GDC コイル

塞栓術を行うこととし,AVM に対しては誘発試験を行

い陰性であれば,必ず NBCA による塞栓術で AVM

の縮小を計ることとした.

親カテ-テル (Ca)としては 6FオムニガイドCaを

左内頚動脈に置き,先端を蒸気で若干カ-プさせた 2.3F

マイクロ Ca(Transit2)を Anの療内に誘導 し得た.

An の頚部に近接する前脈絡動脈を温存するように注意

を払いながら,GDCIO-TSOft径 3mm-8cm,3mm-4

cm 各 1本でほぼ完全な Anの塞栓術を行い得た.次

いでマイクロ Caを AVM の2本の流入動脈にそれぞ

れ留置して,プロカイソを周いて誘発試験を行った.両

者とも誘発試験は陰性だった.そこで 1週間後今度は

AVM に対して塞栓術を行った.塞栓物質としてリビオ

ドールとタソタリウム粉とで濃度30%とした NBCA を

用い,2本の流入血管にマイクロ Caを置き,DSA 下

で緩徐に塞栓物質がマイクロ Caまで逆流するまで,

各々 0.8mlを注入して塞栓術を施行 した.術直後の血

管造影では中大脳動脈の細い分枝より健かに AVM の

描出をみたが,4週間後のそれでは完全をこ消失していた.

これら-適の治療で神経脱落症状の出現はみられなかっ

た.


