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「未破裂脳動脈瘤の手術とインフォームド・コンセントに関する調査」自由記載欄 
 
（１） 
左MCA aneurysm という想定ですが、様々な形状があり、手術の困難さも色々。 
従って一律にはいえないのではないか。ごく一般的な対応として記載しました。 
 
（２） 
 未破裂脳動脈瘤に対する積極的な診断（MRI）がはじまったのは脳外科過密地域の札幌
周辺からで、その後きちんとした評価をされないままに、積極的に手術が行われている。 
倫理的な問題の大きいところである。 

 
（３） 
 未破裂脳動脈瘤が発見された場合、どのような対応をとるかは、その患者さんの back 
ground や御本人の意志、場合によっては性格まで考え、診断しなくてはならないと思い
ます。例えば患者さんから積極的に手術を希望される方もいらっしゃいます。 
 また、病気に対する理解度は、人それぞれ異なりますし、その人に合ったインフォーム

ド・コンセントが必要かと思います。 
アンケートのような一律なものではないと思います。 
 
（６） 
今回呈示された症状はあまり悩むほどのものではありません。普通手術はやると思いま

す。（第一線で働いている脳外科医であれば） 
調査するのであれば、未破裂脳動脈瘤や巨大動脈瘤について行った方が意見が分かれる

と思います。 
 
（１１） 
未破裂脳動脈瘤の自然経過は未だ解明されていません。脳外科学会を中心に研究が立ち

上がると思います。 
一方で動脈瘤破裂の２分の１～３分の１は死亡。重篤な後遺症となる現実もあり最近の

検査の進歩で発見される未破裂動脈瘤はある意味で悩みの種です。 
 
（１２） 
未破裂は予防的治療なので、こちらの方針は表に出さずに説明が片寄らないようにして

います。 
[項目Ⅰ]の（１）の選択に、３．血管撮影検査があることを説明して受けるかどうか患
者が決める（決してすすめるのではない）という選択肢をもうけるべきと思います。 

 
（１８） 
今回の調査では、具体的な事例をあげてのアンケートですのでユニークでした。 
しかし、脳外科手術には、まだまだ難しい事例が多く横たわっていますので、今後の調査
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の行く末を期待しております。 
（２０） 
我々のような中小病院では、よほどきちんとしたインフォームド・コンセントを行って

いても、手術成績が悪いと即、医師生命がなくなってしまいます。 
現在の日本では、未破裂動脈瘤の手術は、ごくかぎられた大きな施設で集中的にやって

いただいたほうがよろしいと考えています。 
 
（２１） 
このアンケートはまだまだ表面的なものである。脳外科医は手術成功例、失敗例を多く

経験している人ほど多くのことを考え、最善の治療法を選択できると思う。 
大学などでは１つの症例が多くの人の眼にふれるため最善の方法が選択されていると思

う。個人病院は術者の考え方により選択肢がかぎられる傾向がある。 
Individual aneurysm は多くの経験例をもつ術者か、多くの脳外科医のいる施設で治
療されるのが望ましいと思う。 

 
（２２） 
未破裂脳動脈瘤の手術適応に関しては脳外科医と内科医の考え方は少し違うと思います。

内科医の目から見ると「脳外科医はすぐ切りたがる」と思われているかもしれません。大

切なことは（１）誰が手術をするか（術者の技量、経験の問題） 
    （２）誰に対し手術をするか（患者のリスクファクターの問題） 
（１） と（２）をてんびんにかけてはかることが大切と思います。患者さんに対し文献 

に報告されている手術のリスクに関する数字ではなく、自分自身の手術成績を正直かつ明

確に示すことが大切だと思います。 
 私の場合、脳虚血を base に持っている患者さんに対しては手術適応を特に慎重に考え
ています。（脳虚血合併症例での自分のmorbidity 22.2％。これに対し脳虚血非合併症例
では 0%） 
患者さんが自分の親なら手術をするかしないか。究極の decision makingを私はこの方
法で実践し決めています。 

 
（２３） 
血管撮影検査はこのような場合、４～５年前までは第一になっていた。現在ではできる

だけ less invasiveな方法から行う。 
・ MR-Angiogramの精度が向上した。 
・ またそれでも不確定の場合 
３D－CTA（3 次元 CT アレギオグラム）が画質も向上し、血管撮影では不可能な方向

からも観察可能なため、直接の血管撮影は必ずしも必要ではなくなってきている。 
 

（２５） 
この症例は比較的手術成功率の高い脳動脈瘤ですので手術をすすめますが、手術困難な

場合、どちらが良いか判断に困る場合があります。 
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（２６） 
「未破裂脳動脈瘤の手術」は脳ドックの普及により、近年大きな問題になりつつありま

す。 
手術の適応については、術者の経験と技量というファクターがむしろ問題と思われます

が、施設の手術成績が公表されない限り、客観的な判断は困難です。 
 施設によって、技量によって適応が異なれば、それに伴ってインフォームド・コンセン

トのニュアンスも異なってきます。 
 したがって、セカンド・オピニオンは重要なことに異存はありませんが、患者さんに余

計な混乱をもたらすことになる可能性もあります。 
 

（３４） 
 大変重要な調査と思います。できましたら結果の詳細をお知らせいただけたら幸いです。 

 
（３５） 
 医師の例に対する informed consentのアンケートですが、患者 sideの医療知識、教育
レベル、家庭環境により、現場ではインフォームド・コンセントがスレ違いになること、

中断されることが度々あるため、まだまだ医師と患者との間の相互理解が困難である場合

が地方では多い。 
 

（３８） 
 本疾患に関しての説明や同意は、患者本人だけでなく、配偶者と子供、不可能ならば同

居している近親者を含めて全ての方の同意が必要と考えて、なるべくこの方針を貫いてい

る。最悪の場合でも患者本人のみの同意での検査や処置は避けている。そのためにも詳し

い説明を、血管撮影前と手術をすすめる前の最低限 2回は行うようにしている。又、内容
を残すために、文書の形で手渡す様にしている。 

 
（４０） 
 外科医、特に脳外科医の技量は様々であり、手術の危険性を説明する場合一般論を述べ

るのではなく、自分のこれまでの成績を示すのでなければ本当の意味での risk benefitの
評価は出来ない。 

 
（４３） 
 非常に timely な調査です。小生もこのアンケートの結果を知りたいと思います。特に
second opinionですが、我が国でも是非すすめて行きたいと考えます。その場合、元の主
治医は気持ちよく紹介すべきであると思います。 
医療も「自己責任」が問われる時代になろうとしていますが、そのためには多くの情報

を患者側に伝える事が重要でしょう。 
要は「医師を選ぶも寿命のうち」ではないでしょうか。 
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（４７） 
 この調査は脳外科医の学会の中からは自ら発生しない調査と考えられます。脳外科医の

majority を形成する基本的考え方は手術をたくさん手掛ける医者が良い脳外科医である
とするものであり、すべてのことが手術を肯定的に捉える前提上に成立しているように思

えます。 
 私も脳外科医ですが実は全く異なる考えを有し、手術はそれ以外に選択の余地がない状

況において肯定されるべきものであり、基本的には危険な行為であると認識しております。

→未破裂脳動脈瘤の手術はロシアンルーレット又はハイリスク・ハイリターン株への投機

に似ています。 
一般に開頭手術には１%の死亡 riskと数%（３～７％）の神経脱落症状の後遺が広く常

識とされ、未破裂脳動脈瘤についても同様と考えられます。 
また命が保全されても、機能障害（神経脱落の後遺）が残る場合、当事者の社会的生命

（社会的生産活動への復帰）の喪失が起きないとも言い切れないものがあり、神ならぬ身

の人間として、その是非については当事者以外にそれを判断すべき者は無いと考えます。 
自己決定・自己責任の原則を明確にし、方法論としての（対処法の）選択肢をきちんと

提示することが医師の責務と考えます。 
その結果、当事者が手術を選択する場合には最善の構えで手術を行います。（術後）結果

的に不都合になった場合でも自己責任の原則にとって諦めて頂く以外にはないと考えてお

ります。この問題に対する私の総括として平成 11年の数ヶ月を要して起草し、平成 12年
1月より開いている当科の脳ドック個人成績表の予論を添付します。 
 
（５２） 
 未破裂動脈瘤の手術により、合併症をきたした症例をたくさん見てきた。 
日本のMRAによる脳ドックは、見直されるべきである。最近未破裂動脈瘤の破裂の risk
が 1年に 0.1%程度との報告もあり、未破裂動脈瘤の手術は再考すべき時期にきている。 

 
（５６） 
 脳外科以外の領域からこれ程具体的な未破裂脳動脈瘤の診断治療に関するアンケートは

初めてでした。しかし、とまどうことなく回答でき、かなり日頃自分が考えていることと

同じレベルで考察されているものと受けとれ、安心いたしました。 
一方、未破裂脳動脈瘤の診断治療が医事法学会でとりあげられたということはかなり社

会的に関心を持たれていることであり、我々は脳外科医は注意して診断治療にあたるべき

と考えさせられました。 
 

（５８） 
 「未破裂脳動脈瘤の手術」とは開頭クリッピング術のこととして解答しました。 
 私自身は coil embolization の経験は僅かしかありませんが、未破裂脳動脈瘤の治療オ
プションとして血管内手術について呈示することは当然必要と思われます。その際には自

分の経験度も含めて risk等の説明をするべきだと思います。 
今日の調査は血管内手術のことが盛り込まれていない点で片手落ちの感が否めません。 



 5 

（５９） 
 この caseのように１０mm動脈ですと Surgical Caseである事は worldwideに認めら
れていますので、ほとんどの脳外科医が同様の回答と思います。したがって Informed 
Consentに対する対応も同じではないかと思います。 
現在問題になっているのは５mm～１０mmの間の動脈瘤について新しい study結果も
出ており、日本の脳外科医の対応が問われている事と思います。 
この大きさですといろいろの要因があり、Surgeonそれぞれ少し違いが出ると思います。 

 
（６３） 
 診療行為において、診療を行う医師に責任はあるけれども、その医師の診療を選択した

本人、家族にも個人の責任でその医師、病院を選択しているという概念が必要だと思いま

す。 
 

（６５） 
 結果に興味がありますので可能なら郵送して下さい。 

 
〒533-0022 
大阪市東淀川区菅原 6-2-25 
医誠会病院 
新居康夫 

 
（６７） 
 独善でない健全な意見が多数を占めて欲しいと念願しています。 
大変よい調査と思います。 

 
（６８） 
 以上のような対応の結果、手術を希望する率は、20%程度である。（ただし母集団が高齢
者が多いという事状もある。）基本的に予防手術（未破裂脳動脈瘤の手術は）であるので、

リスクその他を考えると強いて行う必要はないと考えている。 
 

（７１） 
 未破裂 aneurysmで当科で手術する例は約 10%程度です。90%は外来 follow 
しています。 

 
（７２） 
 定年後は、手術に直接関与していませんので、ご参考になるかどうかわかりません。 
 米国の友人が患者に手術の説明をする場に居た事がありますが、必ず第三者（この時は

ナース）が立ち合って、医師、患者、立会人の三人で手術の承諾書にサインをしていまし

た。我々もこの位の心掛けは必要と思います。 
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（７３） 
 基本的には術者（および施設）の同部位の動脈瘤に対する手術成績が説明の基本であり、

これを明らかにできない術者（および施設）ははじめから未破裂瘤の手術に関与する資格

は無い。 
 

（７４） 
 この問題は脳外科臨床の場で非常に重要な問題ですのでこのようなアンケートが行われ

て専門医がどう考えているのかを把握するのは非常によいことだと思います。 
できれば脳外科学会記念やコングレス等の大きな全国学会が結果を報告して頂く機会が

あればよいと思います。 
また、抽出数８００名ということですがもっとたくさんの数にした方がよいと思います。 

 
（７６） 
 脳外科の専門医の中でもさらに脳腫瘍、血管障害、小児、脊髄等専門がわかれていて、

それぞれの専門によっても意見がかなりわかれると思います。 
また、年齢でもかなり意見が違っています。さらに手術技術の下手な先生はしない方が

よいという事が多い様です。 
 

（７７） 
 一番はじめにふれたように、MRI→通常の血管撮影は通常考えられないパターンです。
もう少し極論せず安全な方法で現場が動いているという認識に立ったアンケートにして下

さい。あまりに甘い現状認識で不愉快でした。 
 

（７９） 
 既に現場を離れて１０年の脳外科 O.B.として解答しました。 

 
（８０） 
 脳ドックにて動脈瘤が未然に発見できることは有意義であるが、破裂の可能性はかなり

低いことから患者に不安をつのらせることが多く、医療経済学的にも問題となって来てお

り、脳ドックの存在意義は脳梗塞に移りつつあると思う。 
 

（８１） 
 大変大事な調査だと思います。 

 
（８３） 
 脳動脈瘤の治療成績は手術をする脳外科医の経験、技術力、精神力で差が出ます。各術

者が動脈瘤の部位形状を見て安全に施行できる自信があれば手術をすすめるべきと思いま

す。当然手術の結果については責任を持つべきです。脳外科医は手術の安全性を向上させ

るべく日々研鑚をつみ、患者すべてに手術をすすめられるよう努力すべきと思います。破

裂脳動脈瘤で手術までに死亡する方は５０%近くあります。手術成績はその５０%の方を
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除いたものです。かくの如く破裂脳動脈瘤は今もなおこわく患者、家族に大変な苦しみを

もたらす疾患なのです。 
 

（８５） 
 「５５歳、１cm大の左中大脳動脈瘤」を前提に回答しました。 
他部位脳動脈瘤であれば又違います。 

 
（９１） 
 項目Ⅱ－（６）SQについては 
New England Journal of Medicine の研究論文では 0.05%という数字が出されているが、
これは日本の施設ではもっと高い数字（１～２%）を挙げているところが多いと説明して
います。 

 
（９２） 
 未破裂動脈瘤の中には、局所神経症状を伴っているものがあり、例えば内頚動脈、後交

通動脈瘤や、脳底動脈瘤による外転神経や、動脈神経麻痺があれば積極的に説得して手術

を行う。 
さらに、動脈瘤が今にも破れそうな所見があれば、緊急避難的に手術に踏み切ることが

ありました。いずれの際にも本人と家族には十分説明を行いました。以上です。 
 

（９６） 
 未破裂動脈瘤の破裂について、0.05%/Y との報告が内科医へ影響の大きい NEJM に出

た。脳外科側は、１～２%との主張を続けるなら同じ雑誌で反論すべきである。 
 家族性では若干 riskが高いと言われる。同時に身近な人がクモ膜下出血に倒れている患
者では、積極的治療に対する理解が得やすい面もある。 
従って、将来未破裂動脈瘤の手術は、 

①家族性（クモ膜下出血の現実を肌で知っている人） 
②かつ動脈瘤の大きさ、形状などが危険とされる。 

が中心になるのではないかと個人的には考えています。 
 

（９７） 
 昨年から開業いたし、実際に手術をする立場にありません。勤務医時代の事につき答え

ました。 
第１面の「この一年間の・・・」には答えがありません。 
「これまでは・・・」の正確な数値は記憶になく、数例と考えています。 
勤務は現在はしていません。公立病院で１２年間、公的病院に２２年間。他は実際に手

術者よりもアシストとしての術者でした。 
 

（９９） 
 手術適応は動脈瘤の形状、患者の基礎疾患の有無、社会的活動度、不安感のつよい患者
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であるか否か等さまざまな条件により変わってきます。 
 

（１００） 
 学会のホームページのアドレスを教えてください。 

 
（１０１） 
 誰が手術をするかについての質問が無い。 
私は脳動脈瘤の手術は１０数年行っていない。非常に上手いとも思っていない。未破裂動

脈瘤の手術は失敗が許されないので手術の上手な医師にまかせ、又紹介する。 
 

（１０２） 
未破裂で放置して破れて悲惨な状態になった患者さんを多数みてきた為、手術や血管内

手術で自信を持ってなおせる部位（合併症が少ない）の動脈瘤に関しては積極的にすすめ

ます（手術を） 
しかし年齢や家庭環境など色々なことを考えるので未破裂で希望されない方は現在外来

にて１０人以上フォローアップしています。 
 

（１０３） 
 私はこのところ手術はしていません。 
またこの調査では血管撮影についての質問ですが私は先にMRA次に DSAをやります。 

 
（１０４） 
 クモ膜下出血予防に未破裂脳動脈瘤の治療は極めて有効であり、脳神経外科医にとって

もやりがいのあるものです。しかし、合併症をきたすことはまれながらあります。症状の

ない方に説明をして手術をしても、悪くなれば、うらまれます。多くの方に感謝されても、

何人かの人にはうらまれ、訴訟寸前という状態もありました。実際、未破裂脳動脈瘤の訴

訟（裁判）が増加してきています。交通事故であれば保険がききますが、医療結果の保険

はなく、裁判になって初めて保険がききます。がんばって治療をすればするだけ riskを背
負ってしまうのが日本の現状かもしれません。裁判を考えて、いたずらに合併症の説明を

して、本人を不安がらせることがいいことかどうかはわかりません。患者もにげてしまい

ます。しかし、説明不足ということで敗訴になることを考えたらば、そういう思いやり（医

師の勝手な言い分かもしれませんが）がアダとなることを何年か前に痛感しました。クモ

膜下出血例ですが、極度の不安より麻酔直前に再出血をきたし、亡くなった症例を経験す

ると、インフォームド・コンセントのむつかしさを考えさせられます。また、いくらわか

りやすく説明（１時間以上かけて）しても、医学的知識が理解できない方も多々おられま

す。マスコミの時代で、どうしても医療サイドが責められやすい、しかし一部の心ない医

者もいる。インフォームド・コンセントが大事なことはよく理解できるが、時間がない。

危険を伴う手術であることはまちがいないが、日本の手術技術も向上しています。 否定

的でない報告を希望します。 
アンケート結果ないしは抄録をいただけたら幸いです。 
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（１０６） 
 全例本当に opeが必要か否か疑問を感じる。全般的に見ると、opeのやり過ぎではない
か。未破裂に対する治療はもっと慎重にならねばならない。手術が上手く行かずに泣いて

いる patientが如何に多い事か！手術のやり過ぎ！！ 
 

（１１３） 
 結果につき（ホームページの他に）アンケート記入者には個別に御連絡下されば幸いで

す。 
 

（１１６） 
 この調査は、血管内手術の可能性について言及していない不充分なものである。同意は

あくまで本人及びできるだけ多くの家族の前で了承を求めるようこころがけている。 
特に未破裂の場合は、慎重に同意を求めるべきであり、術後出現した場合、多くの場合、

当事者以外からのクレームが多いように思う。そしてその者が主導権を握る。 
常に不成功に終わった時の事を考えて話をする必要がある。しかし断念するような完全

否定的な話はしない。 
ともかく、上記の理由で、不成功例は確実に訴えられる事を銘記すべきであり、その時、

医者側の誠意は当今、全く意味がない事を承知の上、挑戦している。 
 

（１２２） 
 このアンケートの結果はアンケート収集先に文書でお知らせ下さい。 

 
（１２３） 
 私は、脳神経外科専門医ですが院長職に１４年前に就任して以来、activeな脳神経外科
手術には参加していません。学会その他、専門医としての知識によりアンケートに答えま

した。脳ドックなど、やりすぎと思われる点を感じています。 
 

（１２９） 
 左中大脳動脈部の直径 10mmの動脈瘤であれば、手術をすすめる。 
他の部位や、大きさが違えば、当然手術をすすめる程度は低くなる。 

 
（１３３） 
・患者年齢による説明及び、患者・家族に対応は変わる。 
・破裂の危険率は１年１%を使用しているが、最近の報告で迷いを生じている。 
・未破裂脳動脈瘤は血管内外科を第１次選択とし、血管内手術の専門医と相談する。 
・患者が手術を希望しない場合、自分なりの考えは話すが、follow-up のマニュアルが
ないため、難渋することあり。 

 
（１３７） 
 ６－SQ は年間破裂率と考えて答えました。他の専門分野の医師との共同で脳神経外科
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手術におけるインフォームド・コンセントのマニュアルができることは脳神経外科医にと

っても有意義なことと思います。 
 
（１３８） 
 おそらくは専門医が作ったのではないのだろう。明らかに不適な説明がある。 
実際の臨床の場では、さらに様々の factorがあり、今回解答した通りにならない場合も、

ままある。例えば患者の家族、社会背景、全身状態などである。 
本アンケートの解答が何%送られてくるかは不明だが、心ある脳外科医であれば上記指

摘を必ずしてくると思われる。従ってこの企画は失敗だし、この集計結果は信頼できない。 
 

（１４２） 
 もう少し設問、解答を充実させた方が良いと思います。 

 
（１４３） 
 外科医として「インフォームド・コンセント」は「あたりまえ」のことであり、これま

でもずっと行ってきたことであり、最近になって特別にその方法を変えたことはない。 
ただ、unruptured aneurysm については、１０年前は何でも積極的に手術を行ってい

たが、死亡例を含めた合併症も皆無ではなく、反省している。このような場合、患者側か

ら見れば、いくらインフォームド・コンセントを行っていても納得出来るものではあろう

はずもなく、あくまでも精一杯誠意をもって接することに尽きると考えている。 
 

（１４６） 
 未破裂脳動脈瘤については「クリッピング術による合併症」VS「経過中の破裂」のどち
らをとるかで各脳外科医は苦しんでいることと思います。 
実際には１９９８年の New English J. Med.の年間破裂率 0.05%はマユツバと考える
（もちろん根拠をもって）方が多いようで、現に入院待ち、手術待ち期間中に SAH を起
こして死亡された患者さんも数多くおられますから、clippingにしろ、血管内治療にしろ、
最も安全と思われる治療方法をもっとも安全と思われる施設（術者）で行うというのが

bestと考えております。 
 

（１４７） 
 当院では１９９３年７月より脳ドックを開始し、現在はすでに 10,000 例をこしており
ます。手術適応はあくまでも患者の意見の尊重と自由の保護にあります。 
 小生、４年前より管理職で現在は、例えば昨年１２例の未破裂脳動脈瘤を診断し、開頭

クリッピングが９例、コイリングが２例です。 
 まだまだ未破裂脳動脈瘤の自然経過がわかっておりませんので、疫学調査が必要と思わ

れます。当院では未手術例の中に２例出血例があります。（調査し得たもののみですが） 
 

（１４８） 
 lt. MCAで 1cmの大きさがあり、健康な５５歳の男性であれば OPしたいと思う。同様
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の症例で OPの同意を得て来月 OP予定だったケースで、破裂し OPしたが死亡した経験
がある。全体としてはすべての情報をインフォームし、患者さんに選んで頂いている。 
調査結果について出来れば教えて頂きたいと思います。 

 
（１５２） 
 まとまったら結果を教えて欲しい。 

 
（１５７） 
 このアンケート調査の結果につき興味があります。結果をぜひ教えて下さい。 

 
（１６０） 
 興味のあるテーマだと思います。 
結果をぜひ聞きたい。 

 
（１６１） 
 医療不信、医療ミスなどが新聞をにぎわしています。手術に自信を持ってのぞんでもい

つも最良の結果を得ることができるとはかぎらない。術前によく説明しておるので今まで

トラブルとなったことはないが、今後はより一層慎重にならざるを得ない。今後未破裂動

脈瘤の opeは減るかも知れない。（患者側へゲタをあずけるということ） 
 

（１６５） 
 動脈瘤の自然経過についての報告は多いものの、その破裂率はさまざまである。個々の

動脈瘤のサイズ等により、その破裂率も異なることから詳細なデータの掲示は今のところ

困難であると思われる。忘れてならないのは、１０万人に１０～２０人の年間くも膜下出

血の発症率は低下することなく、破裂した際の重篤度も説明するべきということである。 
また、破裂脳動脈瘤はすべては未破裂脳動脈瘤であったことを念頭におくべきである。 

 
（１７０） 
 具体例が示してあったのでわりと答えやすかった。臨床では１例１例条件が異なり、漠

然とした質問ではなかなか解答しにくいので。ただあまり症例を限定しすぎると結果に普

遍性がなくなるかもしれませんが。 
今回のケースはこの種のアンケートの目的としては丁度よい印象でした。 

 
（１７８） 
 手術の経験や術者の成績で患者への話の内容はかなり違ってくるでしょう。また今回は

中大脳動脈瘤という比較的手術の容易な部位のものですが、脳底動脈頂部動脈瘤を設定し

たらまたいろいろ意見があると思います。 
脳ドックや未破裂動脈瘤手術について外国の医師の中にはクレージーだという人もいる

とか。 
しかし診断機器の進歩で動脈瘤の存在がわかってしまった患者は何とか解決してあげな
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いと QOL は低下すること間違いありません。極めて破裂しにくいというデータもありま
すが、未破裂を follow するうち破裂に至ったケースも多くの脳外科医は経験しています。
完全なる健康状態を求める日本人の性格もありますし。 

 
（１８１） 
 患者の治療の選択について 
血管内手術も１つの選択肢として説明している。 

 
（１８２） 
 原則は積極的に手術しないで患者の意志にまかせていますが、今回の症例では、動脈瘤

の方向が示されていないものの手術の安全性を考えて、opeをすすめます。 
 また、手術の選択に関しては、動脈瘤の部位、形、大きさを考慮に入れて行っており、

他の部位では手術をすすめるのは消極的な立場をとっています。 
 

（１８９） 
 SAHの患者は total 1000例余りになるが未破裂 Ane（特に脳ドック）は技術にすぐれ
た医師がすべきである。 

 
（１９１） 
 項目Ⅰ 血管撮影検査の前に事例の記載があるが、ここでMRI検査とあるのをMRI・
MRA検査とした方が実際の臨床に近いと思う。 
 ホームページ上で公表予定とありますが脳神経外科学会を通じても公表して欲しい。 

 
（１９３） 
 医療は残念ながら完璧でなく、常に死の確率を一定程度もっています。とくに脳動脈瘤

は手術自体大変ですが手術が無事終わっても、合併症、続発症が多く、大変な状態です。

未破裂で手術すれば手術操作が比較的容易で、術後、脳浮腫、血管レン縮、水頭症の出現

は殆どない（術後破れない限り）。破裂した時の悲惨さを思えば手術を指図する脳外科医が

いてもおかしくない。ただ経験的には未破裂で followしていて血圧等を十分コントロール
すると破れることは少ない（自己では皆無）。要は可能性を色々話し、患者に自分の状態を

理解させ（してもらい）いずれかを決断していただくこと。私がこの症例なら、6-12m 
followし、何らかの危険性を感じたら信頼する友人に opeしてもらう（身の周りを整理し
てから）。 
統計が出たら御郵送願いたい。 
また、「患者からみた理想的な未破裂 Anに対する Dr.の姿勢」が出ましたら教えてくださ
い。 
なお脳外科になってもAnの opeをしたことのない or 少ないDr.が増えてきています。
沢山やったからといってうまいとは限りませんが、手術の可否成否は難しい問題です。 
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（１９７） 
 難しい問題です。 
術後悪化した症例や経過観察中に破裂し、死亡なされた症例を多数経験すると何とも言え

ません。 
ただ、比較的若年（６０歳以下）で全身的合併症がなく、特に難しい動脈瘤でなければ、

早期的な手術が良いと考えています。高齢者や全身状態に問題がある症例はあまり積極的

にはすすめません。 
 

（１９８） 
 この結果を脳外科学会で公表して欲しい。 
 
（１９９） 
 私見として、未破裂動脈瘤は手術を行うとすれば、手術手技、同術期管理に慣れた施設、

術者によってのみ行うべきである。 
 それ以上に、未破裂動脈瘤であっても非常に壁が薄く、今にも破裂しそうなものから、

動脈瘤と同じぐらい厚く、みるからに破裂しそうにないものが、経験上認められる。 
 これらも事前に無侵襲に鑑別できる技術の開発が必要と考える。 

 
（２００） 
 未破裂脳動脈瘤に関しましては、手術療法はなるべく避ける方針です。本人に対する、

身体的・精神的・経済的負担が大きい。また社会的にもまだ、頭の手術をうけた事が敬遠

される風潮が強い。（家系内でクモ膜下出血が多い場合は積極的に手術を勧めます） 
 頭痛は今まで経験のないもので、かつ突然出現したものは必ず CTでクモ膜下出血の有
無を確認する。（本例では記述がないのですが） 
 MCA の場合は比較的手術の技術的な危険度は少ないと言えるのではと思います。麻酔
の危険性は極力強調します。（現代では身体的に不利な基礎疾患を有する方が多いので） 
 いずれにしても、日常生活管理・基礎疾患の治療・アルコールやタバコの管理・標準体

重の維持など日頃の健康管理が最優先で、それが破裂の予防にも有効と考えます。 
 医療側の症例的・経済的適応は絶対不可。 

 
（２０８） 
 この設問では、頭痛が続く（どの位？）ということになっています。脳動脈瘤でも頭痛

が続く場合がありますので、そのような場合は頭痛をとりのぞくため手術をすすめます。 
 今回は MRA で脳動脈瘤がみつかったが、その時は頭痛はない、未破裂のものと考えて
返事しました。 
 頭痛が続いていて、MRA で動脈瘤がみつかり、くも膜下出血（脳動脈瘤が破裂した）
の可能性があるならば、手術をすべきです。 
 今まで頭痛発作やくも膜下出血など既往のない人で５５歳で男で、偶然 MRA にて脳動
脈瘤らしい人がみつかった場合と質問を設定して下さい。 
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（２１２） 
 質問のアンケートの設問が実情に合わない。もう少し動脈瘤の実際について検討して設

問して欲しい。 
 

（２１７） 
 未破裂動脈瘤に対しては case by caseによって話の方法が異なる為、一概にマニュアル
は出来ないと思います。 

 
（２２０） 
 医療は人を救う仕事であり、すべて case by caseで考えるべきであると思います。その
人に一番良いと思う医療を提供すべきであり、この caseでも、患者の背景が分かりません。 
あくまで、一般論として、答えさせて頂きましたが、術者の経験も重要です。しかしそ

の術者の技術を評価できる方法はなかなか難しい事と思います。やはり最後は信頼関係を

いかに作るかという事が医療側からは手術をする、しないの決定にも重要項目と思います。

その点十分に考慮頂ければ幸いです。 
 

（２２１） 
「1cmの大きさ」は多くの脳外科医が手術の方向で答えられるのではないかと思います。
もう少し小さい、例えば 3mmであれば、いろいろの意見が出たのでないでしょうか。3mm
なら形態により手術あるいは、3～6 ヵ月後再検（MRA）という意見も少なくないと思い
ます。 

 
（２２３） 
 脳外科医とその他の方の意見を統一する必要を感じる。 
 
（２２４） 
 検査方法は血管撮影だけではなく最近は CTA だけでも十分な場合が多いようです。中
大脳動脈瘤の治療法は開頭クリッピングの方が安全ですが、現在コイル塞栓術も行われて

おり、こちらの方が様々なトラブルが多いようです。 
クリッピングかコイル塞栓術かの選択が現在大きな問題のようです。 

 
（２２５） 
 インフォームド・コンセントを充分にとり、患者の希望する治療を行い、その結果が悪

い場合にはどのような責任が医師として負わなければいけないのか明確に判断のでていな

いのが現状である。 
 今後はこの判断を医事法的どのようなものか示して欲しい。 

 
（２３０） 
 結果を教えてください。 
（６）－SQ は、新しい 0.05%という数値は知っていますが、これでいいのでしょうか。
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自分の経験上より破れているように思います。 
 

（２３９） 
 私の友人が未破裂動脈瘤で、血管内手術中に破裂し、昏睡状態が続いています。安易な

手術は許されません。100%安全、確実でないとやってはいけないと考えています。 
 

（２３６） 
 未破裂脳動脈瘤の現状、自然経過、治療法、治療法毎の危険性について、文書で説明す

る。最終的な判断は患者に委ねている。 
 

（２４０） 
 未破裂脳動脈瘤の手術にかかわるインフォームド・コンセントは限りなく重要で大きい

問題をはらんでいますが“法理”として議論されるテーマとしては適当ではないと考えら

れます。 
 
（２４２） 
 未破裂脳動脈瘤について、取り扱う医師の考え方についても、つっこんでほしかった。 

 
（２５５） 
 患者さん御自身への説明や、家族の方などへの説明を行ったら、必ず数日の期間をあけ

て再度来院して頂き、再び説明をするようにしている。 
患者側にとっても考える時間が必要と思うからです（second opinionへの配慮を含めて）。 
 
（２５６） 
 手術は自分で行うのでインフォームド・コンセントは得られ易いが、Angiographyは説
明は自分で行い、施行は他の医師が行う場合が多いと思います。従って、riskあるいは有
用性について、施行医と説明医の biasが多少問題となるかもしれません。 

 
（２５８） 
 最近は破裂動脈瘤の手術を行うより、未破裂動脈瘤の手術を行う方が多くなっており、

検査、手術に関する説明は徹底して行っています。 
 

（２５９） 
 アンケート集計結果をできましたらお教え下さい。 

 
青森市民病院 脳外科 
畑山 徹 

 
（２６１） 
 この貴重な統計の結果につき是非御教示下さい。 
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（２６２） 
 現実的には脳外科医は動脈瘤の手術をしたいとの希望があり、セカンド・オピニオンを

うることに消極的となることが多いと思います。 
 又、大学病院のようなブランドがあれば、患者も逃げる（？）ことはないと思いますが、

民間病院では、業績重視のこともあり、やはり、手術を強くすすめる医師が多くなると考

えます。 
 専門医が多くなり、専門医１人あたりの手術件数が減っている情況もあり、医師自身に

も、技術的に向上する経験を欲している側面もあります。 
でもやはり、患者の将来（病気）に対する決定は客観的データを示した上で本人に決め

てもらうのがよいと考えます。 
 

（２６３） 
 未破裂脳動脈瘤が発見された場合は高齢者（８０歳以上）以外は、原則として手術をす

すめます。 
 患者及び家族両方の同意がなければ手術は行いません。 
 術中所見で血管閉塞の危険があれば無理をしないで coatingにとどめます。 
最近は未破裂脳動脈瘤に関しては血管内手術が増加しています。 

 
（２６５） 
 よく言われることであるが、「自分自身あるいは自分の親族が病気になった時、どうする

か？」。 
特に、未破裂動脈瘤の場合、どこでこのような治療を行うか、手術を受けるならどの医

師に手術を行ってもらうか？十分に検討する余地があると思います。 
患者さんの治療方針も同じであり、違うのは判断する専門的知識がないことだと思いま

す。そういう意味での専門医からのアドバイスは必要とは思いますが、選択するのはあく

まで、患者本人および患者家族と考えます。 
 
（２６９） 
 当院では、原則として MRA でスクリーニングし、aneurysm が疑われた場合は３D－
CTを行い、これによってもさらに aneurysmが疑われた場合に初めて Angiographyをす
すめる様にしています。 
 未破裂動脈瘤に対する治療法がいまだ controversial であることを患者本人及び家族に
十分説明し、検査、手術の危険性、自然歴等を時間をかけて説明した後、我々の決定した

最良と思われる方針に患者さんが従うかどうかを決定してもらいます。我々の方針はおす

すめはしますが、決定についての誘導は決して行わない様にこころがけています。 
 
（２７０） 
 たいへん良い調査と考えます。 
 
（２８０） 
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 研究調査の目的からはよいかもしれないが、（脳動脈瘤）の治療に関する調査項目として

は実態の理解が不十分と感じた。 
 現場の意見をもっと聞いて調査した方がよいのではないか。 

 
（２８５） 
 実際の治療方針は患者の年齢や医学的、社会的背景、動脈瘤の部位、大きさ、形状によ

り全く異なります。 
 今回は本アンケートに提示された範囲で判断されるものを返答しました。すべての患者

さんに必ずしも全て一般化されるものではありません。 
 

（２８３） 
 ここでの治療の選択肢は、経過観察 VS 手術となっており、手術は「開頭クリッピング
手術」を前提としています。しかし、現実には「血管内手術」（当方はその専門です）もも

う一つの有力な選択肢となっています。従って、小生にとっては、開頭、血管内、位置観

察の３つが常に選択肢になっています。 
当方 11/17~19 に第１６回日本脳神経血管内治療学会総会を主宰します。何か結果で役
に立つものがあるかもしれません。結果について右記に御連絡いただけないでしょうか。 

 
（２８４） 
 未破裂動脈瘤の手術に関しては、①、②あり。 
①クモ膜下出血例で、多発脳動脈瘤が見つかった場合の未破裂動脈瘤の処置に関して

（破裂動脈瘤以外の処置に関して） 
②クモ膜下出血をおこしていない場合の未破裂動脈瘤の処置に関して 
本調査は②が主かと思われるが、アンケートの文面上、両方を念頭に置かなければなら

ないので、焦点がボヤけてしまう。 
① に限定して調査した方が良かったのではないか（？） 
 


