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総説 
 
 

聴神経腫瘍 
                          
橋本 省 1) 
1) 国立病院機構仙台医療センター 統合感覚器科部長 
 
≪抄録≫                  
聴神経腫瘍は第８脳神経から発生する脳腫瘍であり、内耳道内の前庭神経から発生し後頭蓋窩へ進展する

が、発生には腫瘍抑制遺伝子である NF2 の失活が深く関わっていると思われる。初発症状は一側性進行性

感音難聴、急性発症感音難聴、耳鳴などの聴覚障害が約８割を占め、めまいで発症する例は約１５％である。

聴力検査では感音難聴を示し、皿型あるいは谷型のオージオグラムは比較的特徴的とされるが、必ずしも後

迷路性難聴とは限らない。カロリック・テストや ABR は以前は診断に有用な検査とされたが、少なからず

false negative があり、現在では必須の検査とは考えられていない。CT は特に小さな腫瘍で見逃しが多く、

本腫瘍の診断には役立たないと考えて良い。MRI は本腫瘍診断に不可欠であり、適切な条件で撮影されれ

ば false negative は無いと言える。高度 T2 強調画像によるスクリーニングは可能であるが、腫瘍の診断に

は造影が必要である。治療は手術あるいは放射線治療が用いられるが、それぞれに長短がある。高齢者や合

併症のある例は放射線の良い適応であるが、一方、脳幹を圧迫する腫瘍は手術の絶対的適応である。腫瘍の

増大は極めて緩徐な例が多く、定期的に MRI を撮りつつ経過観察を行う Wait and Scan が適応されること

が多くなっているが、もし増大が認められれば治療が必要になることは言うまでもない。 
                           
キーワード：第８脳神経 NF2 感音性難聴 MRI Wait and Scan 
（2012 年 3 月 19 日 原稿受領） 
英文タイトル：Acoustic neuroma 
 
 
 
１ はじめに 
 
聴神経腫瘍は、脳腫瘍の 7〜10%を占めるとされ

ており良性の脳腫瘍の中では 3 番目に多い腫瘍で

ある。その発生頻度は人口 100 万人あたり年間 12
人程度と言われているが、最近は MRI の発達によ

って早期に発見される症例が増加していることか

ら，もう少し頻度が高いのではないかと思われる 1)。

聴神経腫瘍はその名のとおり聴神経すなわち第 8

脳神経の腫瘍であるが、実際はほとんど（99%以上）

が前庭神経から発生する。本邦では特に下前庭神経

から発生することが多い２）。組織型は神経鞘腫であ

り聴神経鞘腫とも呼ばれるが、英文の名称は

acoustic neuroma または vestibular schwannoma 
が一般的である。本稿ではこれまで著者が経験して

きた約 800 例の症例を参考に本腫瘍の診療につき

まとめることとする。 
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２ 聴神経腫瘍の発生 
 
 本腫瘍の発生に関しては、近年、他の腫瘍同様に

遺伝子異常の関与が明らかになってきた。周知の如

く、両側聴神経腫瘍を主な症候とする神経線維腫症

２型（Neurofibromatosis type2, 以下 NF2 と略す）

は常染色体性優性遺伝の先天性疾患であり、その原

因遺伝子として 1993 年に NF2 遺伝子がクローニ

ングされた３,４）。一方、散発性聴神経腫瘍は遺伝性

疾患ではなく、後天性に遺伝子異常が発生したため

に生ずるものと考えられている。発生の仕組みはま

だ明らかではないが、NF2 で発生する両側性聴神

経腫瘍と同じ schwannoma であることから当然

NF2 遺伝子の関与が疑われ、多くの研究が成され

ている。NF2 遺伝子は腫瘍抑制遺伝子であり、そ

の失活が散発性聴神経腫瘍の発生に大きな役割を

果たしていることは間違いがないと思われる。 
 聴神経腫瘍の表現型（phenotype）すなわち腫瘍

の性質は症例によって異なり、増大速度、嚢胞変性

の状況、内耳道の骨破壊の程度、蝸牛神経への影響

などは大きく異なる。NF2 においては以前より同

一家系における発症者の症状の出方はかなり似て

いることが知られていた。すなわち、同一家系で発

症した患者では発症年齢や腫瘍の数、位置、進行程

度が似通っているというものである。NF2 遺伝子

のクローニング以来、これらの NF2 における表現

型と遺伝子型（genotype）の関係（genotype- 
phenotype correlation）について多くの研究が報告

されるようになった５〜７）。それらによれば、NF2
遺伝子の変異の場所や種類と症状には強い相関が

あり、同じ点変異（point mutation）でもミスセン

ス変異やスプライス部位の変異、あるいは比較的大

きな欠失などでは症状は軽度であることが多く、一

方、点変異のフレーム・シフト変異やナンセンス変

異では重症になりやすいとされる。 
 散発性聴神経腫瘍においても同様の傾向がある

可能性は十分考えられる。これまでの著者らの研究

８）でも、確認された 14 ヶ所の変異はフレーム・シ

フト変異が９ヶ所、スプライス部位の変異が４ヶ所、

ナンセンス変異が１ヶ所といろいろであり、また、

複数の症例に共通の変異は見つかっていない。これ

ら詳しい解析によって得られた遺伝子型と腫瘍の

増大速度などの表現型を多くの症例で分析するこ

とにより、果たして NF2 と同様に NF2 遺伝子の変

異の位置や種類と腫瘍の性質に相関があるのか、あ

るとすればどのような変異が腫瘍をより速く増大

させるのかなどが明らかになってくると期待され

る。 
 
３ 聴神経腫瘍の増大 
 
 本腫瘍は第８脳神経の glial-Schwann junction
より末梢、すなわち内耳道内より発生し、増大して

内耳道壁に接するようになると神経が圧迫され障

害が出現すると考えられる。次いで内耳孔から後頭

蓋窩に進展しほぼ球状に発育すると、第７・８脳神

経は伸展・圧迫されるようになり、腫瘍が脳幹に接

すると神経根が、さらには脳幹・小脳が圧迫される

ようになる。これに伴い、第８脳神経の障害も初期

の内耳道内の圧迫による絞扼性神経障害から、内耳

孔における屈曲・圧迫や後頭蓋窩における伸展によ

る障害、および神経根部における障害へと進むこと

となるが、第７脳神経（顔面神経）は障害されるこ

とは稀である。 
 一方、腫瘍が内耳道内や内耳孔で神経を圧迫する

ようになると同時に、内耳へ血液を供給する血管も

圧迫され内耳の血流障害が起きる可能性があり、ま

た、腫瘍が発生するとその外側すなわち内耳道底に

は脳脊髄液が貯留した状態となり、その影響などに

よって内耳リンパ液の組成が変化し内耳障害を生

ずる可能性もある。実際、内耳性難聴が起きること

はよく経験することであり、また、そのような例で

は前庭機能障害が起きている可能性も高いことに

なる。 
 
４ 初発症状 
 
 聴神経腫瘍のほとんどが前庭神経から発生する
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のであれば、前庭神経症状が初発症状となることが

多いと予想されるところであるが、実際には本腫瘍

の初発症状（表１）は一側性進行性感音難聴・急性

発症感音難聴・耳鳴などの聴覚障害が約 80％強を

占める９）。これは、腫瘍の増大が緩徐であるため神

経障害もゆっくりと進行するので、中枢の代償によ

り前庭神経障害による症状の発現が抑えられるた

めと考えられる。 
 

表１ 聴神経腫瘍の初発症状(n=285) 

一側性進行性感音難聴 34.0％ 

急性発症感音難聴 17.9％ 

耳鳴  29.1％ 

ふらつき・めまい 13.0％ 

その他   6.0％ 

 
前述の如く腫瘍が蝸牛神経を圧迫する、あるいは

内耳道内の血管を圧迫して内耳に影響を与えるに

は、腫瘍が内耳道を充満する必要があると思われる。

しかしながら実際には、腫瘍が小さく内耳道に接し

ていないにもかかわらず聴力障害が生じている例

があり、本腫瘍における聴力障害の機序は十分に解

明されているとは言えない。 
聴覚障害は耳鳴のみで発症する例もあるが、通常

は難聴が多く、かつそれは一側性であり、進行性あ

るいは急性発症である。特に急性発症感音難聴は症

状発現時に突発性難聴と診断され治療されること

が多いが、そのうち約３〜５％に本腫瘍によるもの

が含まれる 10〜12）ため十分な病因検索が必要である。

一般に軽度感音難聴や耳鳴などの症状はともすれ

ば改善の見込みがないなどの理由で放置されるこ

とがあり、また、本人が難聴に気付いていないこと

も多い。したがって、これら聴覚障害の原因として

本腫瘍の可能性を念頭に置き検査を進めることが

診断における極めて重要な第一歩であると言える。 
 一方、初発症状としてめまいを訴える例は 10～
15%と少ない。一般に聴神経腫瘍の経過中のめまい

の発生は 30%程度とされている 13)が、初診時にめ

まいがなくとも、よく問診をすると過去にめまいを

経験していることは多く、著者の経験でも 30〜40%
の症例がめまいを経験したことがあるとしている。

また、当然ながら聴力が正常あるいは左右同等の場

合に腫瘍の診断に結びつく症状として最も重要な

症状はめまいとされており、めまいを訴える症例で

は常に聴神経腫瘍の可能性を念頭に置く必要があ

る 14)。 
初発症状としてめまいを訴える例のうち、回転性め

まい(vertigo)を訴える例は約半数ほどであるが、そ

のほとんどは反復性ではない。もちろん、めまいで

初発しすぐに診断がついて手術を受けてしまう例

もあるが、wait and scan によって経過を観察して

いる例で繰り返し回転性めまい発作を来す例は少

ない。ただし、経過中に回転性めまい発作を繰り返

す場合は著しく QOL が低下することになり 15)、手

術が必要になることもある。また、中には良性発作

性頭位めまい症と酷似しためまいを来す例もある

とされる 16)。 
一方、動揺感（dizziness）を訴える例では、経過

観察中に時々軽いめまい感を繰り返すことが多い。

このような例では腫瘍による前庭神経障害が徐々

に進行してゆくために、時として中枢代償が追いつ

かないことがあるためと予想される。また、前庭機

能障害が進行し高度障害に至った例では、当然のこ

とながら平衡障害が生じ、不安定感（unsteadiness 
あるいは imbalance）を来すことになる。もっとも、

若い症例では対側の前庭機能の状況によっては不

安定感を全く感じない症例も多い。 
 ところで、上述の如く顔面神経障害は稀であり、

これまで筆者が経験してきた約 800 例中、初診時に

顔面神経麻痺を示したのは 6 例（0.8％）にすぎな

い。また、味覚障害を訴えた例も少数である。 
 
５ 診断 
 
１）機能検査 
(1) 聴力検査 
 聴覚障害を訴える患者に対してまず外来で行わ

れるのは純音聴力検査であるが、正常な例も稀では
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なく、特に初期の腫瘍では聴力が良好な傾向にあり

注意を要する。聴力型すなわちオージオグラムのパ

ターンを見ると、高音急墜型や水平型など様々（表

２）ではあるが、中でもいわゆる皿型・谷型は本腫

瘍に特徴的とされる 17)。 
 

表２ 聴神経腫瘍の聴力像 (n=285) 

正常    3.9% 

高音漸傾型  10.4% 

高音急墜型  20.9% 

皿・谷型  10.4% 

低音障害型    1.2% 

水平型    6.0% 

山型    4.9% 

聾   10.4% 

その他  31.9% 

 
 ところで、聴神経腫瘍における聴力障害は主とし

て後迷路性難聴すなわち腫瘍による蝸牛神経の障

害であるとされてきた。しかし、実際に精査してみ

ると特に初期の腫瘍では典型的な後迷路性難聴を

示す例は少く、むしろ検査上は補充現象陽性など内

耳性難聴を示す例があり、純粋な後迷路性難聴はさ

ほど多くはない。日常臨床では標準純音聴力検査は

行われるが、語音聴力検査などの聴覚の精査はルー

チンに行われるものではないので、感音性難聴とわ

かった、あるいは内耳性難聴があるとわかった時点

で精査が中止されることが少なくないと思われる。

しかし、内耳性難聴だからと言って聴神経腫瘍を否

定することはできないし、また、逆に難聴は軽度に

もかかわらず語音聴力検査で明瞭度が低下してい

る例では本腫瘍の可能性が高いと言えるため、一側

性の進行性感音難聴あるいは急性発症感音難聴に

おいては可能な限り精査を行う必要がある。 
 
(2) 温度眼振検査（カロリック・テスト） 
 前庭機能の定量的検査として良く用いられるの

は温度眼振検査である。本検査は前庭半規管のうち

外側半規管の機能検査であり、外側半規管を支配す

るのは前庭神経のうち上前庭神経であるから、その

機能を反映することになる。したがって、腫瘍によ

り前庭神経が高度に障害された例では外側半規管

機能麻痺をきたすため、かつては聴神経腫瘍診断の

際に不可欠とされ、温度眼振検査で高度の半規管麻

痺（canal paresis=CP）を示さない症例は聴神経腫

瘍の可能性は低いとされていた。しかしながら、前

述の如く腫瘍の 80%以上は下前庭神経起源であり

２）、実際、温度眼振検査が正常な聴神経腫瘍症例が

多数発見されている現在、本検査は診断に必須の検

査とは考えられていない。 
聴神経腫瘍の本検査結果を表 3 に示すが、20%未

満の CP を正常とすると、約 30％の症例が本検査

で正常域を示し、CP を示さないからと言って腫瘍

を否定することはできない９）。しかし、逆に言えば

約 70％の症例が CP を示すことになり、もしも一

側性の感音難聴のある例で同側に CP があれば、本

腫瘍の可能性は高いと言える。本検査は一般の外来

診療においても比較的簡易に行えるものであり、そ

の意味では聴神経腫瘍の診断において有用な検査

法であると言って良い。したがって、めまいの訴え

のある患者においては外来の初期検査である純音

聴力検査とともに単純 X 線撮影を行い、一側性の感

音難聴か内耳道径の拡大がある症例では温度眼振

検査を行うことは無駄ではないと言える。 
 

表３ 聴神経腫瘍の温度眼振検査 

正常  30.2％ 

ＣＰ  41.7％ 

無反応  28.1％ 
 
(3) ABR（auditory brainstem responses：聴性脳

幹反応） 

 ABR は、音刺激によって蝸牛内有毛細胞が脱分

極し刺激が蝸牛神経を伝わる間に検出されるもの

で、蝸牛神経から上部脳幹の状態を示す検査である

ため、聴覚伝導路の障害を良く反映するとされる。

このため、聴神経腫瘍における陽性率は 95％前後

と言われ、診断における重要な検査と位置づけられ
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ていた 18)。しかし、最近は初期の腫瘍が多く診断さ

れるようになるに伴い正常の症例が少なからず見

られるようになっており、実際の陽性率は 90％前

後と考えられる。すなわち 10％程度の false 
negative があることになり、ABR が正常でも腫瘍

の存在を否定することはできない。したがって、聴

神経腫瘍が強く疑われる例では ABR の結果に関わ

らず更に精査を進めるべきである。 
 
２）画像診断 
(1) 単純 X 線撮影 
 X 線撮影による内耳道上下径あるいは後壁の左

右差は比較的陽性率の高い検査であり、明らかな左

右差があれば腫瘍の可能性は大きいと考えて精査

を進めるべきである 19)。 
 
(2) X 線 CT 
 CT は特有の脳幹部アーティファクトや partial 
volume effect などのため、造影なしでは小脳橋角

部病変の見逃し（図１）が多く聴神経腫瘍の可能性

のある患者では行う意味はない。また、造影ＣＴで

も初期の小さな腫瘍、特に内耳道内に限局した腫瘍

の有無を診断することは容易ではなく、一般の脳

CT に使用される 8~10mm 前後の厚いスライスは、

脳幹に達するような中等度以上の腫瘍の有無は判

断できるものの、初期の聴神経腫瘍の診断にはあま

り役立たないと考えて良い 18,19)。 

 
図１．５２歳女性、左聴神経腫瘍． a: 単純 CT 横断像．ア

ーティファクトのため小脳橋角部に病変は確認できない。

b：MRI 造影 T1 強調像。左小脳橋角部に腫瘍（矢印）が確

認できる。 
 

(3) MRI 
 MRI は聴神経腫瘍の診断法としてゴールド・ス

タンダードとされ、聴神経腫瘍を疑う症例では絶対

的に必須の検査であることは疑いがなく、また、急

性感音難聴の症例では MRI によって腫瘍のみなら

ず難聴の原因となる病変が検出できることが多い

ため、極力 MRI を行うべきという意見 20,21)も多い。

ただし、MRI では適切な条件で行えば腫瘍が描出

されないことはないと言って良いが、条件を誤ると

腫瘍を見逃すことになる。その条件とは第１に造影

剤を使用すること、第２に 3mm 以下の薄いスライ

スを使うことである。一般に脳の MRI を行う際は

全脳を見ようと厚いスライスを用いるのが通常で

あり、また造影を行わないことも多い。このような

条件で見逃された腫瘍をこれまで少なからず経験

してきたが、なかには腫瘍が描出されているにもか

かわらず正常とされていた例もあった。患者は一旦

MRI で異常無しと判断されれば、造影の有無など

にかかわらずそれを信ずるのは当然であるから、症

状が増悪したり再発しても放置することとなり、診

断のついた時には腫瘍が大きくなっていることも

多い。したがって、聴神経腫瘍の可能性のある症例

に MRI を行う際は、必ず造影を行うこと、および

内耳道内が評価できるスライスを用いることを決

して忘れてはならない 19)。 
 ところで、最近、水の信号を特に強く描出できる

高度Ｔ2 強調画像（CISS, FSE など）が撮像できる

ようになった。これにより腫瘍の内耳道底への進展

が的確に診断できるようになり、診療方針を決定す

る際に極めて有用な情報となっている。また、腫瘍

性病変の有無のスクリーニングにも用いることが

可能である 22)。 
 
６ 鑑別診断 
 
 小脳橋角部には聴神経腫瘍以外にも様々な疾患

が発生する 22,23）。腫瘍性病変の存在の診断が容易に

なった現在、聴神経腫瘍の画像診断において最も大

切なのは鑑別診断と言っても良い。疾患の種類によ
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って治療方針は大きく異なるので、鑑別は極めて重

要である。 
 
１）頸静脈孔神経鞘腫 
 本腫瘍は聴神経腫瘍と酷似した症状を呈するが、

術前の難聴が高度でも正しい診断の下に注意して

手術を行えば機能保存ばかりか改善が可能である

ため、両者の鑑別は極めて重要である 24)。 
 Gd 造影 T1 強調像では小脳橋角部腫瘍として描

出されるが、嚢胞状を呈することが多い。腫瘍の中

心が内耳道の長軸より後方に位置することが多く、

第 7，8 脳神経が前上方に圧排されている。当然な

がら下方では頸静脈孔に連続しており、冠状断画像

で確認することができる。頸静脈球はほとんど見え

ないくらいに圧迫されていることが多く、S 状静脈

洞および導出静脈（emissary vein）が拡張してい

ることがある。基本的には 1 断面のみで安易に診断

せず、腫瘍の上下のスライスや冠状断像を十分に注

意して見ることが大切である。また、腫瘍が内耳道

内に入り込むことはない。 
 
２）髄膜腫 
 脳腫瘍では最多であるが、小脳橋角部病変の 3〜
4％とさほど多くはない。極めて強く造影され囊胞

を形成することはほとんどない。時に側頭骨後面に

沿ってやや扁平に発育することがある。鑑別点は腫

瘍と硬膜の成す角度が鈍角で、硬膜肥厚（dural 
tail）を伴うことである。内耳道前壁に発生するこ

とがあり、第 7，8 脳神経が後方に圧迫されている

ことがある 23)。 
 
３）小脳橋角部脂肪腫 
 極めて稀な疾患で著者が経験した小脳橋角部病

変の 0.5％にすぎないが、重要な病変である。T1 強

調像で高信号を示し診断は用意であるが、脂肪抑制

画像で信号が押さえられれば確実である。脳幹に接

して存在することが多いが、内耳道内に限局するこ

ともある。第 7，8 脳神経を巻き込むことが多く 22)、

聴神経腫瘍と同様の症状を呈することがあるが、基

本的には組織奇形であり増大することは稀である。

一方、病変は血管に富み神経・血管との剥離は困難

であるため、手術を行うべきではない。 
 
７ 聴神経腫瘍の治療 
 
１）手術 
 聴神経腫瘍の手術法としては大きく分けて経迷

路法、中頭蓋窩法、後 S 状洞法（後頭下開頭）法が

あるがそれぞれ長短がある。また、術者によってそ

れぞれの変法や好みがあり、一概にどの方法が優れ

ているとは言えない。したがって、ここでは紙面の

都合もあり、一般的なことを記載するに止める。 
 
(1) 経迷路法 
 経迷路法では乳突削開に続き迷路摘出を行い、内

耳道・後頭蓋窩硬膜を露出した後これを切開して内

耳道・後頭蓋窩を大きく開放し、腫瘍を摘出する。

必要に応じて中頭蓋窩硬膜を露出しこれを上方に

圧排する事により十分な視野を確保して大きな腫

瘍を摘出することが可能である。内耳を削開するた

め聴力は完全に失われるが、内耳道底で顔面神経を

確認できるため顔面神経保存率は極めて高い。また、

脳の圧迫・牽引や筋の処理が不要であり、患者への

負担が少ないため術後の回復が早いのも特徴の一

つである。聴力不良な例や聴力は残っていても顔面

神経保存を最優先としたい場合に適する方法と言

える。 
 
(2) 中頭蓋窩法 
 中頭蓋窩法では側頭開頭により側頭骨上面の硬

膜を剥離・挙上し、内耳道上壁を削開して内耳道硬

膜を露出した後これを切開して腫瘍を摘出する。内

耳を削開しないので聴力保存に適した方法とされ

るが、視野が比較的狭いため内耳道内腫瘍あるいは

小腫瘍、特に聴力が良好で内耳道底まで進展してい

ない小さな腫瘍が良い適応となる。ただし、左側で

は、側頭葉の圧迫で言語障害が出る可能性があるた

め注意が必要である。 
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 (3) 後Ｓ状洞（後頭下開頭）法 
 後Ｓ状洞法は脳外科で主に用いられる方法であ

り、Ｓ状静脈洞後方で後頭蓋窩を開放し小脳を内側

に圧排して腫瘍に達する。視野が広く、あらゆる大

きさの腫瘍に用いられ、また、内耳を削開しなけれ

ば聴力保存も可能である。脳幹の処理も上述の２法

と比べ有利である。ただし、後頭部の筋肉を剥離す

るため、術後に頭痛が残ることがある。 
 内耳道内の腫瘍は内耳道後壁を削開して摘出す

るが、解剖学的に内耳道底まで開放するのは困難な

ことが多く、内耳道底まで充満した腫瘍は全摘が難

しい。また、術者から見て腫瘍の奥に顔面神経が位

置するため、顔面神経の確認・保存が難しいことが

ある。 
 
2）放射線治療 
 コンピューター制御により限局した範囲にのみ

放射線を集中できる定位放射線治療が可能となり、

本腫瘍にも用いられるようになった。現在行われて

いるのはガンマナイフ、サイバーナイフおよび

IMRT に代表される定位分割照射であるが、いずれ

も放射線治療であることに変わりはなく、腫瘍が消

失することはない。また、聴力障害はほぼ必発とさ

れるが、顔面神経麻痺は少なくなった。 
 これら放射線治療では腫瘍の増大が認められな

ければ効果ありとされるが、２、３年の観察では腫

瘍の増大が確認できない例が約半数あるから、個々

の症例で本法の効果があったか否かは十分検討し

た上で判定する必要がある。縮小する例も多くはな

いとされ、逆に増大し手術が必要となる例も少なか

らず報告されている。また、悪性転化した例もある

（これまで世界で 20 例以上）25)とされており、長

期的な予後については十分な検討は成されていな

い。したがって、本法に対する評価は未だ定まって

おらず、高齢者や合併症などにより手術を避けたい

症例では極めて有用と思われるが、特に若い症例に

対しては慎重であるべきである。著者は５０歳以下

の症例では勧めないこととしている。 
 

８ 経過観察（Wait and Scan） 
 
 1980 年代以降の診断技術、特に MRI の発達、普

及により聴神経腫瘍の診断は比較的容易になり、多

くの腫瘍が発見されるようになった。これに伴い、

症例によっては合併症や患者の希望などで手術が

行われず経過観察となる症例も増えたが、その過程

で聴神経腫瘍の増大はかなり緩徐であることがわ

かってきた。著者らの経験でも２年以上経過を見た

94 例中 45 例（48%）は増大が無く、18 例（19%）

では増大は年間１mm 以下であった。すなわち、３

分の２の症例ではほとんど腫瘍の増大は認められ

ないことになり、直ちに治療の適応とはならない。

したがって、手術の絶対的適応となるような症例を

除いては、定期的に MRI で腫瘍の増大の有無を監

視しつつ、経過観察を行う方針がとられることが多

い 26,27)。この方針を Wait and Scan あるいは

conservative management などと呼ぶ。 
 
９ 聴神経腫瘍の診療方針 
 
 脳幹を圧迫するような中等大以上の腫瘍は手術

の絶対的適応であり、仮に聴力が残っていてもこれ

を保存することは極めて難しいため顔面神経機能

の保存に全力を注ぐべきである。問題は小さな腫瘍

であり、状況により様々な方針が考えられる。治療

方針に影響する要因は主として聴力・年齢などであ

るが、上述の如く腫瘍の増大は極めて緩徐な例が多

いため、まずは Wait and Scan とした上で増大が確

認されれば手術するなどの診療方針を決定すべき

であろう。 
 本腫瘍は良性腫瘍であるから、その初期には生命

の危険はなく、顔面神経麻痺を来たすことも極めて

稀であり、難聴あるいはめまいのみが患者にとって

の不利益である。したがって初期の腫瘍は手術の絶

対的適応とは言い難く、手術を行うのであれば機能

保存を第１に考えなければならない。ところが、聴

力保存手術には様々な要因が影響し決して単純で

はなく、成功率は高々70％程度である。また、腫瘍
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の位置や状態によっては聴力保存がさらに難しい

ものもある。患者にとって一側の聴力がなくなるか

否かは重大な問題であるから、QOL を考え十二分

なインフォームド・コンセントをとった上で診療方

針を決定することが肝要である。 
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