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•三叉神経痛に対するMVD後の治癒率は、

１年後で９０％以上、最終的には７０％
前後と報告されている。

•再発に対する再手術は、有効率が６０％
程度と考えられている。

•他院にてMVDを行い、再発した２症例に

対し再手術を行ったので考察を加え報告
する。
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主訴 右顔面痛
既往歴 特筆すべきことなし

現病症 １９９６年に発症し、２００
０年に他院でＭＶＤを受ける。手術２年
後から顔面痛が再発し、以後テグレトー
ル、リリカ、ガバペンの処方を受けるが
軽快せず、ガンマナイフセンターから再
手術目的に紹介される。



 内耳道近傍に腫瘍様病変あり。





 内耳道内から発生した脳腫瘍に見えたものはMVD後１０年を経て

変性したテフロンスポンジであった。これを第Ⅶ、Ⅷ神経から鋭
的に剥離摘出し、圧迫の原因であるsuperior petrosal veinを錐体骨に
縫い付けた。





主訴 左顔面痛
既往歴 高血圧 高脂血症
現病歴 ２００７年他院でMVDを受け

たが２か月後に再発し、外来にて投薬を
受けていた。担当医が転勤のため手術目
的に当院受診する。



 三叉神経を取り囲む構造物あり



 三叉神経は白く肥厚した、小脳テントと連続したくも
膜に囲まれており、transverse pontine veinとAICAを鋭的

剥離ののち責任血管を錐体骨に釣り上げた。





 Interposition  or  Transposition?
Teflon
Muscle
Ivalon sponge
Polyurethene

 ProsthesisによるGranulomaの報告(１％以下)

参考文献： Teflon-induced granuloma following treatment of trigeminal neuralgia by microvascular 

decompression. Ishwar C et al, J Neurosurg, Sep 1997. Recurrent trigeminal neuralgia caused by an 

inserted prosthesis: Report of two cases, T.Fujimaki et al, Acta Neurochir 1996.  Unusual recurrence of 

trigeminal neuralgia after microvascular decompression by muscle interposal, Giovanni Grasso et al, Med 

Sci Monit 2010.



静脈の圧迫による原因(５～１０％)
Transverse pontine vein
Vein of cerebellopontine fissure
Superior petrosal vein

 Transpositon  or  Coagulation
 責任血管による治癒率

Artery（７０％）＞Vein（６０％）

参考文献： Clinical features and surgical treatment of trigeminal neuralgia caused solely by 

venous compression, Wenyao Hong et al, Acta Neurochir, 2011.  Trigeminal neuralgia 

caused by venous compression, Toshio Matsushima et al, Neurosurgery Aug 2004.



両症例ともに開頭部位がやや下方、内側
であった。また組織の癒着、くも膜の肥
厚が著明であった。

症例１では、Prosthesisが三叉神経と上錐

体静脈ではなく第Ⅶ、Ⅷ神経の間に存在
しており、何らかの原因で移動したもの
と考えた。

症例２では、Prosthesisは三叉神経近傍に
は存在しなかった。

参考文献： Management of the failed patient with trigeminal neuralgia, Peter J. Jannetta et al, 

CLINICAL NEUROSURGERY 1985



術後合併症の報告（２％程度）
Hearing disturbance
Cranial nerve palsy
Hematoma
Cerebral infarction

再発時の治療
MVD

Glyceol injection
Thermocoagulation
Gentle pinching
Gamma Knife



1. 横～S状静脈洞一部が露出するまで骨研削

2. 大孔より髄液を吸引

3. 小脳テントから錐体静脈を剥離

4. 顔面神経周囲のくも膜は残存

5. 三叉神経と錐体静脈周囲のクモ膜を剥離

6. 責任血管をREZから移動させ錐体骨に固定



三叉神経痛再手術例の検討、および手術
の工夫につき報告した。


