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頭蓋底外科における三次元合成画像を用いた
手術シミュレーション
周郷

延雄

東邦大学医学部脳神経外科学講座（大森）

要約：本教室では，画像解析コンピュータソフトを使用して，computed tomography
（CT）
，magnetic resonance imaging
（MRI）
，three-dimensional digital subtraction angiography
（3D DSA）
，single photon emission
computed tomography（SPECT）の三次元合成画像を作成し，頭蓋底外科の手術シミュレーションを行っ
ているので概説する．本三次元合成画像は，3D DSA を用いて動静脈を描出しているため，細い径の血管も
明瞭にとらえることができる．また，錐体骨内に存在する三半器官周囲の緻密骨を CT から画像抽出し，錐
体骨の画像と再合成させている．これによって，
頭蓋底外科の手技である部分錐体骨削除の詳細なシミュレー
ションを可能にしている．本三次元合成画像を用いた手術シミュレーションの利点は，三次元的な解剖や手
術方法の理解のほかに，一度画像合成を行えば，何度でも繰り返してシミュレーションができることである．
その結果，発生頻度が低く手術難易度の高い疾患において，その手術経験の少なさを補う手段のひとつとな
るであろう．
東邦医会誌 59（5）
：241―246，2012
索引用語：頭蓋底外科，手術シミュレーション，三次元合成画像

頭蓋底部は，複雑な形態を示す骨から成り，その中に重

することは困難である１―３）．頭蓋底外科に必要な微小解剖と

要な神経や血管を包埋している．そのため，頭蓋底部に発

手術手技の習得を目的として，以前から cadaver dissection

生した病変に対する外科的治療は，これらの神経や血管を

による教育がなされており，その有用性が報告されてい

温存しながら脳の最深部に到達しなければならず，難易度

る４）．一方で，cadaver dissection においては，その開催の

の高い手術となる．これまでさまざまな頭蓋底外科の手術

物理的経済的制約は否めず，また，個々の術前症例に対応

方法が開発され，手術成績も向上しつつある１，２）．しかし，

するものではない．近年，三次元合成画像や三次元実体モ

頭蓋底病変である錐体斜台部病変をみても，最近 10 年間

デルを用いた手術シミュレーションの有用性が指摘されて

の手術成績の報告は，手術合併症率 43〜67％，手術死亡

いる５，６）．本稿では，本教室で行っている三次元合成画像に

率 0〜14％ と高い１―３）．その具体的な合併症は，脳の圧排に

よる頭蓋底外科手術シミュレーション，および三次元実体

よる脳実質の損傷，顔面神経や眼球運動，嚥下に関与する

モデルによる手術シミュレーションについて概説する．

脳神経の障害，硬膜閉鎖不全に伴う髄液漏等である．これ
らの合併症を低減するためには，詳細な三次元的解剖の理

三次元合成画像による手術シミュレーション

解と，各部位に対する数 mm 単位の高度な手術操作が要

1．画像作成

求される．また，頭蓋底病変は，他の病変に比して発生頻

三次元合成画像のデータは，一般的な術前検査である

度が低いため，多くの脳神経外科医が豊富な手術経験を有

computed tomography
（CT）
，magnetic resonance imaging
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Fig. 1 Operative simulation of combined transpetrosal approach using three-dimensional fusion images.
a: Temporal craniotomy.
b: Exposure of transverse sinus and sigmoid sinus. Part of a tumor is exposed by retracting the
cerebellum and temporal lobe.
c: The whole tumor is found by the semi-transparency of the brain image.
d: Positional relationships to the tumor and the blood vessels are understood by examining the
semi-transparency of the tumor image.

（MRI）
，three-dimensional digital subtraction angiography

［富士フイルム（株）
，東京］を使用して三次元合成画像を

（3D DSA）
，single photon emission computed tomography

作成している．画像作成の際に，主に問題となる点は，画

（SPECT）を用いている．CT の使用機種は SOMATOM

像データのフォーマットの統一と，各画像データにおける

Definition Flash（Siemens AG, Munich, Germany）で，そ

位置設定の方法である．本研究で用いている各画像の

の撮影方法は，pich 0.75 mm，撮影スライス厚 32×0.6 mm，

フォーマットは，すべて digital imaging and communica-

TM

tion in medicine（DICOM）であるため，データ入力上の

1.5T［東芝メディカルシステムズ（株）
，大田原］で，ma-

問題はない．また，各画像データの位置設定においても，

trix 256×256，スライス厚 2.0 mm!
1.0 mm sp として設定

CT，MRI，SPECT の頭蓋の形態情報を持つ画像データは，

［東芝メディ
している．3D DSA は，Infinix CeleveTM series

類似度測度として正規化相互情報量を用いた自動位置設定

カルシステムズ（株）
］
を用い，アーム回転速度 50˚!
秒，撮

がなされる．一方，頭蓋の形態情報がない 3D DSA につ

影角度範囲 206˚，回転角度および X 線撮影条件はフルオー

いては，自動位置設定が困難であるために，3D CT angiog-

ト画像収集フレーム，マスク像 206 フレーム，コントラス

raphy の血管情報を基準に，手動による位置設定を行って

ト像 206 フレーム，matrix 512×512，撮影時間 4 秒であ

いる．

matrix 512×512 である．MRI は，EXCELART Vantage

る．SPECT は，Infinia

TM

3（GEhealthcare UK Ltd., Little

2．画像評価

Chalfont, UK）を使用し，コリメータは ELEGP，matrix

頭蓋底外科手術の対象疾患は，眼窩内腫瘍，前頭蓋底お

128×128，view angular 6，total angular range 360×2，stop

よび鞍上部病変，中頭蓋窩および蝶形骨内側部病変，錐体

on time per projection 25 秒である．これらの画像データ

斜台部病変等である．これらの病変は脳の最深部に存在し，

から，画像解析コンピュータソフト SYNAPSE VINCENT

脳動脈およびその分枝血管や脳幹，多くの脳神経に近接し
東邦医学会雑誌・2012 年 9 月
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Fig. 2 Operative simulation of partial petrosectomy.
a: A three-dimensional fusion image of the tumor, transverse and sigmoid sinuses, arteries, and petrous bone.
b: The arcuate eminence is drilled, and part of the compact bone of the semicircular canal is exposed.
c: All the compact bone of the semicircular canal is exposed.

ていることから，術前に微細な三次元的解剖を充分に把握

ができることである．これによって，発生頻度が低く手術

しなければならない．本三次元合成画像では，これまで臨

難易度の高い疾患において，その手術経験の少なさを補う

床的に重要であるにもかかわらず，血管径が細いために描

手段になると考えられる．また，手術室看護師や術中モニ

出できなかった前脈絡叢動脈や外側線条体動脈等も明瞭に

タリングを行う生理機能検査技師，放射線技師を含めた脳

描出できる点で先進的であると考えられる．また，頭蓋底

神経外科チーム内での術前カンファレンスに用いること

外科では，静脈洞と骨との剥離やその分枝血管の温存を要

で，円滑な手術へと導いてくれるであろう．

するが，DSA の静脈画像を用いることで良好な画像評価
が可能となっている．

三次元実体モデルを用いた手術シミュレーション
経シルビウス裂到達法は，脳神経外科手術の中で最も汎

3．手術シミュレーション
代表的な頭蓋底外科手術である経錐体骨到達法を例にす

用される基本的手術手技であり，頭蓋底外科手術もその発

ると，その手術手技は大きく三段階に分けられる７，８）．第一

展した手技であるといえる．しかし，医学生や若手医師ら

の操作は，側頭骨および後頭骨の開頭と乳様突起切除を行

にとって，その手術方法を立体的に理解することは容易で

うことによって，横静脈洞および S 状静脈洞を骨から剥

はない．本教室では，三次元実体モデルに関する研究とし

離して露出すること（Fig.

1a，b）
，第二は，部分錐体骨

て，経シルビウス裂到達法の手術シミュレーションシステ

削除を行い，深部病変に到達するための間隙を作ること，

ムを開発している１０）．経シルビウス裂到達法の手技は，く

第三は，硬膜，上錐体静脈洞および天幕を切離して，硬膜

も膜の切離，梁柱の剥離，シルビウス静脈の温存が主であ

下腔内の病変に到達することである（Fig. 1c，d）．これら

り，シミュレーションを行うためには，これらのモデルを

のうち，第二段階における部分錐体骨削除は重要な手技の

作成することが必須である．そこで，本シミュレーション

ひとつである．錐体骨内に存在する三半器官周囲の緻密骨

システムでは，食品用ラップフィルムであるポリ塩化ビニ

を，骨削除によっていかに正確に表出させるかが，その後

リデンフィルムをくも膜とし，濡らした難水溶性ティッ

の病変の展開に影響を及ぼす．本三次元合成画像では，三

シュペーパーを梁柱に模している．シルビウス静脈は，毛

半器官周囲の緻密骨の画像を CT から抽出し，錐体骨の画

糸にコットンレース糸を数カ所結紮することによって作成

像と再合成させることによって，部分錐体骨削除の詳細な

している．既成の軟らかい脳モデルを梁柱やくも膜のモデ

（Fig. 2a―c）
．また，
シミュレーションを可能にしている９）

ルで包んだ後，前頭側頭開頭を施した頭蓋骨モデルに充填

横静脈洞や S 状静脈洞の位置は，個々の症例でそれぞれ

する（Fig. 3a）
．これを専用の台に固定して（Fig. 3b），医

わずかに異なるが，頭蓋表面の微小解剖を指標にして，硬

学生や研修医に顕微鏡下での経シルビウス裂到達法を行わ

膜内に存在する静脈洞の位置を正確に把握しておくことが

せている（Fig. 3c，d）．彼らへのアンケート調査から，本

できる．三次元合成画像を用いた手術シミュレーションの

三次元実体モデルの教育への有用性が証明されている９）．

利点は，三次元的な解剖や手術方法の理解のほかに，一度

また，安価な材料を用いて繰り返し練習できることは，教

画像合成を行えば，何度でも繰り返してシミュレーション

育用としての利点であると考えられる．
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b

c

d
Fig. 3 A three-dimensional model of the trans-sylvian approach.
a: A brain model placed in the skull bone model and retained on the retention table.
b: Setting of the three-dimensional model.
c: Exposure of the middle cerebral artery.
d: Microscopic simulation.

結

語

頭蓋底外科の手術成績を向上させるためには，個々の症
例における三次元的な解剖学的形態を把握すること，複雑
な手術手技を習得すること，多くの手術経験を積むことが
挙げられる．本研究における三次元合成画像は，個々の症
例の術前画像を基にして作成されており，客観的な三次元
的解剖や手術到達法の理解を可能にしている．さらには，
繰り返してシミュレーションができることから，これらの
問題点を補う手段のひとつとなるであろう．
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Use of Three-Dimensional Fusion Images for Operative
Simulation of Skull Base Surgery
Nobuo Sugo
Professor, Department of Neurosurgery (Omori), School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University

ABSTRACT: To simulate skull base surgery, the Department of Neurosurgery uses image analysis software to prepare three-dimensional (3D) fusion images from computed tomography (CT), magnetic resonance
imaging (MRI), digital subtraction angiography (DSA), and single-photon emission computed tomography
(SPECT) images. Because arteries and veins are visualized in the 3D fusion image using 3D DSA, thindiameter blood vessels can be clearly visualized. In addition, compact bone around the semicircular canal
present in the petrous bone can be extracted from the CT image and re-synthesized with the image of the
petrous bone, after which partial petrosectomy, a procedure of skull base surgery, can be faithfully simulated. An advantage of operative simulation using 3D fusion images is that it helps in understanding anatomy and surgical technique. In addition, because synthesized images can be used repeatedly in simulations,
simulation can increase surgical experience of rare and difficult-to-treat diseases.
J Med Soc Toho 59 (5): 241―246, 2012
KEYWORDS: skull base surgery, operative simulation, three-dimensional fusion image
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