
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
平成２４年 ５月１１日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、MRI陰性FDG-PET陽性海馬を有する難治性側頭葉てん
かん患者の病態を解析し、発作抑制効果および記銘力障害の面から最適の外科治療法を考案する
ことである。今回の研究では脳腫瘍や海綿状血管腫患者に伴う症例に対して病巣切除と海馬多切
術を行い、全例で発作は消失し、記銘力障害も２年目までには回復することを確認し、この術式
が有効な治療法であることを証明した。 
 
研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to analyze characteristics of patients 

with intractable temporal lobe epilepsy (TLE) who have MRI-negative and PET-positive 

hippocampus and then to establish optimal surgical treatment in seizure outcome and memory 

preservation. We performed lesionectomy and hippocampal transection for TLE patients with 

benign brain tumors and cavernous angiomas who have MRI-negative and PET-positive 

hippocampus.  All patients obtained seizure-free outcome and preservation of memory 

function at 2years after surgery. 
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１．研究開始当初の背景 
側頭葉てんかんの多くは海馬に発作焦点を

有し、海馬切除が発作のコントロールに有効

である。MRIの登場により海馬硬化が容易に
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診断されるようになったことで、難治例に対

する外科治療は有効な治療法として広く行

われるようになっている。しかし最近、FDG-

PETや脳波所見で一側の側頭葉てんかんと診

断されたもののMRIでは海馬硬化を有しない

症例では、海馬切除による手術成績が芳しく

ない症例が多いことが認識され注目を集め

ている。このような病態に対してMRI陰性PET

陽性海馬を有する側頭葉てんかんという疾

患概念が提唱されている(Carne RP et al.B

rain. 2004;127:2276-85).また海馬硬化を

有する症例と海馬正常例には明瞭な手術成

績の違いがあり、発作を起こすネットワーク

の解明が治療に必要であることが示唆され

ている(Cohen-Gadol AA et al.J Neurosurg

 2005 102:902-9.)。しかしMRI陰性PET陽性

海馬を疾患概念として確立し、病態に応じた

治療戦略を構築するためにはまだまだ多く

の問題が残っている。本研究により疾患概念

の確立と治療法の構築を行おうと考えたの

である。 

 
２．研究の目的 
本研究の目的はMRIで海馬硬化を認めず、FDG

-PETで海馬の代謝低下を認める側頭葉てん

かんの病態を神経画像検査、電気生理学的検

査、病理検査を用いて解明し疾患としての概

念を確立し、そのうえで病態にあった最適な

治療法を構築することにある。 

①画像検査では、従来の1.5teslaのMRIに加

え3teslaのMRIを用いて検査を行う。さらに

またFDG—PETに加え中枢性ベンゾジアゼピ

ン受容体拮抗薬のflumazenil(FMZ)-PETとne

uromodulatorのアデノシンを用いたPETを行

い、海馬のみならず側頭葉、前頭葉、基底核

に渡るてんかんのネットワークを解明する。 

②海馬に加えた手術操作を温存、切除（ある

いは海馬MST(Shimizu H. et al. J Clin Ne

urosci 2006, 13:322-328)に分けて治療成

績を検討し最適な治療法を検証する。 

 
３．研究の方法 
対象は外科治療を受けた難治性側頭葉てん

かん患者でMRI陰性FDG-PET陽性海馬を有す

る患者である。海馬、海馬傍回以外に脳腫瘍

や血管性病変を有する症例と、器質性病変を

有しない患者両者を対象とする。すでに治療

を受けた患者の検討を行い、治療成績を検討

した上で、今後治療を受ける患者の研究を行

う。 

①術前に施行したFDG-PET, FMZ-PETの結果

を視覚的あるいは正常被験者と比較した統

計学的解析(SPM解析)を用いて検討し、海馬

のみならず側頭葉、前頭葉、基底核に渡るて

んかんのネットワークを解明する。 

②海馬切除例、温存例毎の手術成績および
記銘力障害を経時的に観察する。 
 
４．研究成果 
① 海馬でスパイクを認めず海馬を温存した6
例は全例Engel Class Iと良好な成績で、3例
で抗てんかん薬を中止できた。2 
②海馬でスパイクを認めた7例中1例で海馬切
除しEngel Class Iと良好な成績であった。高
齢なため海馬を温存した2例は1例が多剤併用
でEngel Class I で1例はEngel Class IIIで
あった。 
③海馬を温存した8例は術後の記銘力低下を
認めなかった。 
④海馬多切術は、海綿状血管腫4例と良性脳腫
瘍1例の計5例に施行し、全例Engel Class I
と良好な成績で、3例で抗てんかん薬を中止し
た。海馬多切術を施行した5例では術２週間目
に遅延再生の低下を認めたが、半年、１年後
には回復し、2年目には記銘力障害は認めなか
った。 
本研究では日本で開発された海馬多切術とい
う新たな術式を用いて治療が行われていて世
界に先駆けた成果をえることができた。本研
究により海馬多切術によるてんかん治療は、
少なくとも脳腫瘍や海綿状血管腫患者に伴う
側頭葉てんかんで MRI 陰性 FDG-PET 陽性海馬
を有する患者の重要な治療法であると考えら
れた 
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