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は じ め に

血管外科領域における内視鏡は，診断と治療を

兼ねる血管内視鏡（angioscopy）と診断に用いられ

る血管超音波内視鏡（血管内超音波エコー法，

intravascular ultrasound : IVUS）や，内視鏡下手

術時に利用される内視鏡（endoscopy assisted

vascular surgery）の３種類に大別される。本項

では，それぞれに演じる内視鏡の役割が異なるた

め，分けて述べることとする。

１．血管内視鏡（angioscopy）１）

原理は消化管内視鏡と同様であるのでここでは

割合するが，本邦では１９７０年前後より開発が進め

られ，１９８０年代に臨床応用されるに至った。現在

広く利用されているのは，オリンパス社製のOES

angioscopy である（図１）。末梢血管で使用され

るのは，外径が０．８mmと細径に作製されている

（図２）。視野角度も７５度と広く，平面的な像しか

得られない血管撮影法と比較し，血管内病変の色

や性状が立体的に把握される。

１）操作法（図３）

術中，血管内に直接挿入する方法と，経皮的に

挿入する方法とがある。また，血管内への挿入法

としては，シースイントロデューサー内に内視鏡

を直接挿入する方法と，シースイントロデュー

サー内にガイドカテーテルを挿入して，このガイ

ドカテーテル内に内視鏡を挿入する方法とがあ

る。

血管内を観察するに際しては，シースイントロ

デューサーやガイドカテーテルと内視鏡の隙間か

ら，ヘパリン加生理食塩液をフラッシュし，血液

を排除して視野を確保する。血流の多い部分で
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は，中枢側をバルーンカテーテルで遮断して効果

的な視野を得る。

２）臨床応用への実際

� 閉塞性病変や狭窄性病変の診断

病変部の粥状硬化度や新鮮血栓の有無，石灰化

の程度などを観察して，バルーン拡張術か，ステ

ント挿入術か，バイパス手術かなどの適応を決定

する。

� 血栓摘除術

バルーンカテーテルによる血栓摘除術が可能で

ある。最近，特に肺塞栓症に対する適応が注目さ

れており，open surgery に比し，大幅に侵襲が

軽減できるようになった。また，血栓・塞栓溶解

療法後に残存血栓の有無も確認される。さらに，

血栓内膜切除術後において，血管内腔の性状が観

察できる。

� 血管形成術

バルーン拡張術後，残存狭窄部の有無や，内膜

剥離の合併症がないか否かが観察される。

また，スコープとレーザープローブを同時に血

管に挿入することにより，直視下にレーザー照射

が可能で，安全にレーザー血管形成術を施行する

ことができ，照射後の状態も確認される。

� バイパス手術（図４）

吻合部の状態をチェックし，早期の再閉塞が防

止される。

� 大伏在静脈を用いた in situ 大腿・膝窩動

脈バイパス術（図５）２）

大伏在静脈の確実な弁切開や弁の回収，および

側枝の確認に有用である。静脈弁切開具には，非

着脱式（図６左上）と着脱式（図６右上）とあり，と

もにオートクレーブ滅菌が可能である。また，双

葉型では手元操作により開閉できる一対のカッ

ターにより，速やかな処理が行え，リトラクタブ

ルなので，血管損傷の危険性が軽減される（図６

左下）。さらに，鰐口型把持鉗子を用いると，血

栓や静脈弁の回収が片手操作で容易に施行される

（図６右下）。側枝の位置は，内視鏡のライトガイ

ドからの光を皮膚に当てて確認する。

図４ 血管内視鏡の実際１図２ 血管内視鏡本体

図５ 血管内視鏡の実際２図３ 血管内視鏡の操作法
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２．血管内超音波内視鏡（血管内超音波エコー

法，intravascular ultrasound : IVUS）

IVUS は，１９９３年になり臨床応用されるに至っ

た（図７）。通常，血管内視鏡とともに利用し，お

互いの短所を補い合う。IVUS を用いると，血管

壁内深部の情報が得られ（図８），粥状硬化症の重

症度や内膜の剥離などの状態が診断できる。した

がって，治療法の決定やレーザー血管形成術の施

行に際して有用である。また，粥腫切除術（direc-

tional atherectomy）にもしばしば利用される。一

般的には，ENDOSONICS 社製の装置が普及して

いる。

３．内視鏡下血管外科手術（endoscopy assisted

vascular surgery）

他の外科系分野同様に，血管外科領域において

も，時流に遅れるまいとして，われもわれもと不

節操に，内視鏡下手術に飛びついている嫌いがな

いわけではない。手術侵襲が少ないのが利点とよ

くいわれるが，実際問題として，open surgery

より時間を要する手術手技もあり，第一，手術侵

襲の尺度も不明瞭である。さらに，保険適用が取

れていない術式もあり，医療費削減を目差す現状

に逆行している。

例えば，腹部大動脈・腸骨動脈領域に対するY

型人工血管バイパス術は，その安全性が疑問視さ

れる。また，腰部交感神経節切除術では，open sur-

gery に比しそれほど利点が認められない。ある

いは，下肢静脈瘤に対する不全穿通枝の処理

や３），バイパスグラフト材料としての大伏在静脈

の採取に際しても，むしろ手技が煩雑で余計な時

図６ 静脈弁切開装置

図７ IVUS装置
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間を必要とする。したがって，手術侵襲や手術時

間，医療費あるいは美容上の観点などを総合的に

判断した上で，その適応を厳選すべきであろう。

目下，以下のような術式においては，優れた良い

適応になるものと思われる。具体例を供覧する。

１）胸腔鏡下胸部交感神経節切除術４）

多くは，多汗症に悩む未婚の若年女性に対して

導入される。

手術器械は，内視鏡下手術で利用される一般的

なものを準備する（図９，１０）。麻酔は，気管内挿

管全身麻酔とするが，ユニベントチューブやダブ

ルルーメンチューブによる分離肺換気を行う。女

性では，乳房下縁と乳房外縁の第３～４肋間に皮

切を加え，細径内視鏡を用いる時は３mmの ac-

cess needle を挿入し，ここから空気を送る。操

作孔は，大胸筋外縁で中腋窩線，第２～３肋間に

設置する（図１１）。胸部交感神経節は白色状の光沢

を有し，コリッとした独特な触感を有するので，

比較的発見しやすく，肋骨骨頭から外側約５mm

に位置する（図１２）。発汗過多の主訴が手掌であれ

ば第２胸椎（T２）と第３胸椎（T３）を，腋窩であ

れば第２胸椎（T２）～第４胸椎（T４）の高さの神

経節を en bloc に切除する（図１３）。創痕はほとん

ど目立たず，美容上も優れている（図１４）。手術後

２日目位に退院可能である。

２）腹腔鏡下脾動脈瘤縫縮術５）

脾動脈瘤の治療法としては，open surgery か

catheter embolization が主流であるが，瘤の位置
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図８ IVUSによる所見
粥状 plaque（左，２時から６時方向）や分離した血栓（右，１１時から１時

方向）が観察される（いずれも矢印）。

図９ 内視鏡下手術器械１
（United States Surgical 社製）

図１０ 内視鏡下手術器械２
（United States Surgical 社製）
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や形状によっては，内視鏡下手術も可能である。

すなわち，膵臓より離れた部位に位置し，嚢状を

呈する例で適応となる（図１５）。内視鏡は臍部から

挿入し，操作孔は両側中鎖骨線上の腹部中央と右

季肋部に設置する（図１６）。胃を挙上し小網を開窓

すると，脾動脈瘤が露出される（図１７）。瘤底部に

vascular Endo TAカ ー ト リ ッ ヂR（United

States Surgical 社製）を掛け，二重にステープル

を打ち込む（図１８）。こうすることで，脾動脈瘤は

安全かつ確実に縫縮される（図１９）。術後は定期的

に血管撮影検査でチェックする（図２０）。
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図１１ 操作孔の外観 図１２ 胸部交感神経節の同定：矢印
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図１３ 胸部交感神経節（矢印）切除術の実際

図１４ 退院前の手術創
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お わ り に

血管外科領域における内視鏡の現況を，使用目

的の異なる血管内視鏡と IVUS，内視鏡下手術と

に大別して概説した。血管内視鏡および IVUS

は，すでに確立された観があるが，内視鏡下手術

については，今後なお試行錯誤が予想される。

図１７ 手術所見１（文献５）より引用）

図１５ 脾動脈瘤の術前血管撮影検査所見（矢印部）

図１８ 手術所見２（文献５）より引用）

図１６ 操作孔の設置

図１９ 手術所見３（文献５）より引用）
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文 献

図２０ 術後血管撮影検査所見
動脈瘤は確実に縫縮されている（矢印部）。
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