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はじめに

胸腔の内視鏡，いわゆる胸腔鏡の歴史は古く，

２０世紀の初頭にまで遡ることができる。１９１０年に

スウェーデンの外科医である Jacobaeus が膀胱鏡

を胸腔内に挿入し，胸腔内視検査に使用したのが

最初であるとされるが，それ以降は，主に結核に

対する人工気胸療法の妨げとなる胸腔内の癒着を

焼灼するのに利用されてきた。当時の，単純な金

属性の筒ともいうべき胸腔鏡の構造から考えれ

ば，それで得られる像は今日と比べてはるかに薄

暗く不鮮明で，決して満足のいくものではなかっ

たということは想像に難くない。

その後の技術進歩に伴い，胸腔鏡も強力な光源

装置のついたレンズ式へ，さらには，近年の電子

工学技術の発達によって，電子カメラ（いわゆる

CCD カメラ）式へと進歩し，得られる画像の鮮明

度も飛躍的に改善してきている１）。

本稿では，現在，使用されている胸腔鏡の概要

を述べるとともに，胸腔鏡下手術も含めて，その

利用方法について概説する。

１．胸腔鏡の種類

今日使用されている胸腔鏡は，レンズ式の光学

式胸腔鏡と，電子カメラを用いた電子式胸腔鏡の

２種類に大別される。さらに，電子式胸腔鏡は，

カメラの先端部分を上・下，左・右に自在に曲げ

ることが可能なフレキシブル型と，単なる棒状の

形をしたリジッド型に分類される。スコープの外

径は細いもので２㎜，太いものでも約１０㎜程度で

ある。

基本的に，どちらも胸腔内専用ということはな

く，腹腔鏡など，その他の体腔鏡としても兼用す

ることが可能である。胸腔内専用とされるもの

は，胸腔内での操作に支障をきたさないように，

スコープの全長がやや短く設定されているのが一

般的である。

１）光学式胸腔鏡（図１）

何枚ものレンズを金属製の細い筒の内側に組み

合わせた，一種の細長い望遠鏡のようなものであ

る。１９６６年に Hopkins が一連の円筒状のレンズ

を組み合わせたロッドレンズシステムを考案し，

ドイツの Karl Storz 社によって製品化され，普

及した。先端部が平らな直視鏡と，先端部が斜め

になった斜視鏡の２種類がある。直視鏡は対象物

が直視できるため，操作上も違和感が少なく，使

用頻度が高いが，肺尖部や横隔膜部など視野が不

良となりやすい部位では斜視鏡が有用である。

光学式レンズを用いているため，接眼部に直接

に目を近づけることによって胸腔内を観察するこ

とがもちろん可能であるが，接眼部に CCD カメ

ラを内蔵したコンバーターを装着することによっ

て，胸腔内の像をテレビモニター画面上に写し出
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すことも可能である（図２）。

２）電子式胸腔鏡（図３）

電子式スコープは，スコープの先端部に CCD

カメラが装着されており，前述の光学式スコープ

とは全く異なる原理から成る２）。このカメラは

CCD 撮像素子により，光を電気信号に変換する

ことで画像情報を電気信号として取り出して伝達

し，この電気信号をビデオプロセッサーで変換す

ることで，画像としてテレビモニター画面上に映

像を写し出す。

CCD の表面は画素と呼ばれる単位で構成さ

れ，画素数の密度が高いほど解像度がよくなる。

現在は，４１万画素の CCD カメラを内蔵した電子

式胸腔鏡が販売されており，その映像は，ほとん

ど光学式のものと遜色ない。

２．使用方法

胸腔内は，肺がその大部分の容積を占めている

ことから，単に胸腔鏡を胸腔内に挿入したのみで

は膨張した肺が障害となって，有効な視野の確保

が非常に困難である。したがって，胸腔鏡検査を

施行するにあたっては，観察する側の肺を十分に

虚脱させる必要がある。通常，このために気管内

挿管操作による分離換気管理が用いられ，必然的

に全身麻酔による管理が不可欠となっている。目

的とする病変によっては，局所麻酔下に施行する

ことも不可能ではないが，被検者に意識下の人工

気胸による苦痛，恐怖を与え，また，急性の換気

不全に陥る怖れもあることから，あまり推奨され

ない。

１）麻酔

気管内挿管，分離換気による全身麻酔が一般的

であり，片側の肺への換気を遮断するために，特

殊な気管内チューブ（図４）を用いる。チューブの

先端より出ているブロッカーカフを，目的とする

図２ 光学式内視鏡用のコンバーター（OLYMPUS 社
製）．CCD カメラが内蔵されており，胸腔鏡で得
られた像をテレビモニター画面上に写し出すこと
ができる．

A

B

図１
A 光学式内視鏡（OLYMPUS 社製）．

直視型や斜視型がある．
B 光学式胸腔鏡（OLYMPUS 社製）．

胸腔鏡は，スコープの全長がやや短く設定さ
れている．
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主気管支に挿入した上で膨らませ，片肺換気とす

る。

２）体位

観察する側を上にした側臥位が一般的であ

る３）。例えば，左側胸腔内を観察，操作するので

あれば，右側臥位とする（図５）。

３）胸腔鏡の挿入

胸腔鏡を挿入するに際しては，トロカール（図

６）という短い筒状の器具を用いる。通常，第５

A

B

図４
Ａ OLB 型ユニベント気管内チューブ．
Ｂ 気管内チューブカフとブロッカーカフを膨ら

ませたところ．

A

B

図３
Ａ FUJINON 社製の電子式内視鏡（胸腔鏡）．

フレキシブル型とリジッド型がある．
Ｂ OLYMPUS 社製の電子式内視鏡（胸腔鏡）． 図５ 右側臥位による胸腔鏡下手術の風景．

TV：テレビモニター
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～第８肋間の中腋窩線上に約１㎝の皮膚切開を置

いた後，鈍的に胸筋群，肋間筋を剥離操作を行っ

てからトロカールを胸腔内に貫通させ，外界と交

通させる。胸腔鏡の出し入れは，このトロカール

の外套を通じて行う。

３．胸腔鏡下手術

内視鏡下外科手術の発達は，ひとえに内視鏡に

おける工学的な技術革新がもたらしたといっても

過言ではない。とくに CCD カメラの導入によっ

て，内視鏡で得られた像をテレビモニター画面上

にリアルタイムに写し出すことが可能になったと

いうことが最大のメリットであろう。このこと

は，従来の，１人で内視鏡を覗きながら内視鏡の

鉗子孔から器械を出し入れして行ってきた処置方

法とは雲泥の差があり，内視鏡像を同時に複数の

人間が共有することによって，より複雑な操作を

お互いに協力しながら行えることを可能にした。

かねてから行われてきた手術を内視鏡下に行え

るようになったということは，外科手術に大きな

変革をもたらした。目的とする病巣へ到達するた

めだけに必要であった開胸，開腹といった一連の

正常組織の損傷操作を最小限にとどめることが可

能となったからである。

胸腔は腹腔と違い，トロカールで解放するだけ

で肺はある程度虚脱し，胸腔内に空間ができる。

わざわざガスを送ったり，吊り上げたりする必要

がない。また，胸郭というしっかりした組織で形

成されているために，トロカールを気密にする必

要もない。なかでも，開胸操作という身体的にも

最もダメージの大きく，不必要な操作を省略する

ことを可能ならしめており，患者に多大な恩恵を

こうむっている。

表に現在行われている主な胸腔鏡下手術を列挙

した。自然気胸に対する根治術である胸腔鏡下の

気腫性嚢胞（ブラ）切除術（図７）は３），市川総合病

表 主な胸腔鏡下外科手術

臓器 術 式

肺 自然気胸根治術
肺部分切除術
嚢胞性肺気腫切除術
肺生検

食道 食道粘膜下腫瘍摘出術
食道憩室切除術
食道気管支瘻根治術
胸部食道全摘術

心 心膜開窓術
動脈管開存症根治術

その他 縦隔腫瘍摘出術
胸部交感神経切除術
胸壁腫瘍切除術
胸膜生検

A

B

図６
A 直径１２mm のトロカール（ETHICON 社製）．
B 外套（左側）と内套（右側）．
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院外科でも積極的に行っており，良好な成績を治

めている。それぞれの手術術式についてここでは

詳述しないが，ここ１０数年あまりの間に，これだ

けの手術が胸腔鏡下に施行可能となってきてお

り，今後もますます応用範囲が広がっていくであ

ろう。

おわりに

テクノロジーの進歩に伴い，胸腔鏡の使用目的

は単なる観察，生検のレベルから，鏡視下手術へ

と飛躍的な進歩を遂げてきていることを概説し

た。２１世紀を迎え，minimally invasive surgery

（MIS：低侵襲手術）の模索が加速度的に進むこと

が予想されるが，今後も胸腔鏡の果たす役割は極

めて大きいであろう。

１）藤野幸夫，下村一之，出月康夫：腹腔鏡（光学式，
電子式）．消化器外科，２３：６８２～６８７，２０００．

２）古川俊治，北島政樹：CCD カメラ装置，光源装
置．消化器外科，２３：６８８～６９２，２０００．

３）Urschel, H. C. and Cooper J. D. : Atlas of Tho-
racic Surgery，２２４～２３３，Churchill Livingstone, New
York，１９９５．

図７ 胸腔鏡下自然気胸根治術のイメージ図．
左肺尖部のブラ（＊）を切除しているところ．
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