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シリーズ｢人体における内視鏡の世界｣

4.脳神経の内視鏡(神経内視鏡)

井　上　　　洋

東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

教育ノート

はじめに

脳神経外科磯城で使用する内視鏡は｢神経内視

鏡｣と総称されている｡近年,脳神経外科手術の

場面で神経内視鏡が登場するシーンは確実に増加

しており,ここではその詳細について,実際に対

象となる症例を皇示して解説する｡

1.神経内視宜の歴史

脳神経外科領域において,内視鏡を最初に使用

したのは　　　　　　であるとされている1)｡彼

は内視鏡を使用して,水頭症患児の脳室内を観察

することに成功した　　　年には　　　　が,

2人の水頭症患児に対して,内視鏡(膳庇鐘)を用

いて実際に手術を行ったことを報害した｡この

後,工学技術も含めたさまざまの分野の発展とと

もに,水頭症の治療における｢脳室鐘｣として神

経内視鏡は発展を遂げてきたO

内視鏡は,現在ではほとんどの臨床領域におい

て,すでに日常検査法あるいは一般的手術方法と

して臨床応用されている｡ところが,脳神経外科

領域への応用となると,臓器の特殊性も一つの原

画となって,近年に至るまで種々の問題(困難)か

らその発展が遅れていた｡しかし現在では,内視

鏡自体が技術的ないしは工学的(光学的)進歩によ

り著しく改良され,脳神経外科領域に内視鏡を用

いることは,もはや技術的にそれほど問題とはな

らなくなってきた｡さらには,脳神経外科領域に

おける手術概念が今日では大きく変化し,患者に

与える手術皮嚢をできる限り最小限に抑えようと

いう　　　　　　　　　　　　　　の概念が強く

求められるようになってきており,そのための手

段として定位的放射線治療(ガンマナイフ),血管

内手術等の新しい治療技術が次々開発されてきて

いる｡そのような一連の傾向から,内視鏡手術

も近年ますます注

目されるようになり,適応とする対象疾患も当初

の水頭症ばかりでなく,どんどん拡大されてきて

いるのが現状である｡

2.道具としての神経内視鏡

神経内視産は, ｢硬性鏡｣ (図1)と｢軟性鏡｣

(図2)とに大別されるが,硬性鏡はその名のとお

り硬い光学視管であり,軟性鏡はファイバース

コープであるo　それぞれに長所と短所があり,画

像の鮮明さに関しては硬性能が優れているが,挽

作性に関しては軟性鏡が勝っている｡このため症

例や手術の目的に応じて両者を使い分けて使用し

ている｡神経内視鏡を他臓器で使用されている内

視鏡と比較すると,硬性鏡も軟性鏡も基本的構造

には目立った差異はないが,どちらもその径が相

対的に細いことが特徴であろう｡現在,硬性鏡は

観察用には外径　　　　　　手術用には外径4 -
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で,先端角度を色々変化させたものが,軟

性鐘は,通常,外径4mm以FI(最近では

のものが多用されている｡特に軟性鏡は｢脳室

鐘｣として脳室内に挿入して種々の観察,操作を

行うことが主眼であるため,側脳室から第Ⅲ脳室

へ俊入する際に通過しなければならない

図1硬性鐘システム　　　　　⑪

図2　軟性鏡システム　　　　　③

孔(図3 )の径以下である必要がある｡

3.神経内視麓を使用した手術

｢神経内視鏡を使用した手術｣というと,観察

用とは別の,神経内視鏡内に併設されたチャンネ

ルから甫接に把持暮甘子,吸引,コアギュレークー

(バイポーラー,モノポーラー)あるいはレーザー

等を操作する手術(つまり内視鏡r l亙｣の手術)の

みを連想すると考えられるが,脳神経外科領域で

は神経内視鏡自体は観察鐘としてのみ用い,内視

鏡の外から-娘の(顕散鏡下手術用の)相子,吸引

等の手術遺呉を使用することも多い(っまり内視

鏡r外｣の手術)｡現時点では,どちらの場合も

一括して神経内祝鐘を使用した手術として扱われ

ている｡通常,脳神経外科の手術は手術用顕微鏡

の観案下に施行されるが,その視野はいかに顕激

鐘を動かしてもあくまでも歯線的であり,必ず死

角が生じてしまう｡したがって,我々の通常の顕

図3　脳室系の透視図

脳室系は左右対称な三次元構造をとってお
り, *は第H脳室で,その上の狭部が

孔(左右に存在する)である｡ここに代表的な
二つの脳室穿刺経絡を示したが, ①は前角穿

刺による榎入経絡(一般的にはこの榎入経路が
用いられる), ②は二角部あるいは後角穿刺に

よる倭人経絡である｡最も-般的な水頭症に
対する手術である　　　　　　　　　　　　第

室解放術1.第m脳室と周囲のクモ膜下腔
とを交適させる)は,神経内視鏡をこれらの穿
刺部位から　　　孔を経由して第Ⅲ脳室まで

挿入して施行されるo図4も参照のことo
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放鏡下手術において,神経内視鏡を補助観察鐘と

して使用すると,顕微鏡の死角の解消に非常に有

用である｡

これらの観点から,脳神経外科領域における

内視鏡手術は,神経内視鏡だけを観察鐘として使

用する文字どおりの　r内視鏡手術

｣と,通常の振微鏡下手術において死

角を覗き込む補助観察鏡として神経内視鏡を併

用する｢内視鏡支援手術

｣とに大別される｡両方の手術方法の実

際を,対象となる症例とともに次項4.および

5.に紹介する｡

4.内視鋳手術　　　　　　　　　　　　と,そ

の対象となる疾患

水頭症,クモ膜裏胞,脳室系腫痕が従来からの

三大対象疾患であり,最近は脳内血腫に対しても

積極的に手術が行われるようになってきた｡将来

的にはさらに治療対象が拡大してゆくものと考え

られる｡硬性鐘も軟性鐘も用いられ,以下に紹介

する脳内血腫に対する手術以外は,すべて脳室内

に神経内視鏡を挿入して操作を行っている｡前述

した内視鏡｢内｣の手術も内視鏡｢外｣の手術も

行われている｡

*庄)脳室系の解剖

水頭症や脳室系腫症に対する神経内視鏡を使用

した手術治療を理解するためには,正常の脳室系

の角縛り学的理解が必須である｡図3に脳室系の透

視図とそこへの神経内視鏡の倭人経路を示したO

①や②の経路から脳室内に皮大していろいろな操

作を行っている｡

1)水頭症(図4)

脳は頭蓋腔にあって頭蓋骨に囲まれ,脊髄は脊

柱内にあって惟体に匪ほれている｡両者は髄膜に

包まれており,これらの膜は脳脊髄液で満たされ

た腔を閉じ込めている｡この内腔には脳脊髄実

薯,脳脊髄液,血液が納められているが,これら

の要素で塊定される頭蓋内圧はI-定範囲内に保た

れる.脳脊髄液のほとんどは側脳室,第H脳室,

第Ⅳ脳室内にある脈絡叢から産生され,正常では

図4　水頭症のCT

①および②は,図3で示した脳室への榎入
経絡である｡

脳室系とクモ膜下腔相互間には,特定の部を介し

て,自由な連絡があり,産‥生された脳脊髄液は脈

絡叢紡毛から脳静脈洞に吸収される｡産生過多,

交通傷害,または吸収傷害が原因で脳脊髄液が過

剰に停滞･貯留されている病態が水頭症であり,

歴史的にも神経内視鏡手術が主役の疾患である｡

従来,水頭症の治療は,脳室あるいはクモ膜下

腔から,生体にとっては異物である短絡管を用い

て,脳脊髄液を他の部位に導く方法が行われてき

た(脳室腹腔シャント,脳室心房シャント,腰椎

腹腔シャントなど)が,内視鏡手術では,頭蓋内

の髄液循環動態の異常を,異物を用いることなし

に,あくまでも頭蓋内で改善･治療することが可

能である｡ただし,すべての水頭症が内視蹟手術

の治療対象となるわけではない｡代表的な病態

と,それに対する内視鏡手術法を二つ挙げれば,

中脳水道または第Ⅱ脳室の閉塞による非交通性水

頭症に対する　　　　　　　　　　　　第1II脳室

解放術:第m脳室と周囲のクモ膜下腔とを交通さ

せる)と,一部の脳脊髄夜の産室過剰によって起

こる交通性水頭症に対する

(脈絡叢繊毛の除去や焼灼)である｡通常は軟性

鏡を用い,内視鏡内の手術で行われることが多

い｡

3
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2)クモ膜嚢胞(図5)あるいは他の嚢胞性病変

クモ膜内に脳脊髄夜が孤立,集積した病態であ

り, CTやMRIで偶然に発見されることも多

い｡頭痛やけいれん発作等の症候性の症例に限

り,神経内視鏡により被漠を解放して,クモ膝下

腔または脳室の脳脊髄液腔と交適させる手術が行

われる｡重砲性病変に対しても同様の手術が行わ

れる｡

3)脳室系肺癌(図6,図7および図8)

現実的には脳室内あるいは傍脳室の腫痕の生

秩,内減圧,嚢胞成分の吸引程度の手術である｡

脳室が拡大している方が脳室穿刺(図3 )と引き続

いての神経内視鏡の脳室内-の挿入が容易であ

り,そのため一般的には閉塞性水頭症を合併して

いる場合に非常に良い適応となる｡神経内視鏡の

操作では,コアギュレ-クー(ハイポ-ラー,モ

ノポ-ラ-)またはレ-ザ-等を用いても出血が

起こると止血が非常に困難である｡したがって,

血行豊富な腫痕に対しては,内視鏡手術の適応は

難しいのが現状である｡

4)脳内血腫(図9)

一般的には,脳内血腫に対する手術方法として

は｢昼貢微蹟下関頭血腫除去手術】あるいは｢定位

的血腫吸引手術｣が行われる｡後者は低倭襲では

図5　症候性クモ膜裏胞(中頭蓋嵩)のCT

矢頭で固まれた部分がクモ膜裏胞であるo
矢印のように俊大して裏胞内膜を破り,嚢胞
と傍輩部クモ月莫下腔(*)とを交通させる｡

4

あるが　　　　　　　　であるために,確実性,

安全性に問題がある｡内視鏡手術では両方の利点

を生かす形で低侵嚢であるにもかかわらず安全,

より確実な血腫除去手術が可能3)であるが,今後

の手術機器や付属機器の開発や改良の必要性の余

地がまだたくさん残されているのも塊状である｡

この手術では脳室を穿刺するのではなく,虐接に

血腫を穿刺して,神経内視鏡をそこに挿入して血

腫除去,吸引,止血,等の手術操作が行われる｡

図

図6　脳室内腫疲(髄膜牌,良性)のMRl

このような腫痘(矢頭)は内視鏡手術で摘出
することも不可能ではないが,実際には2cm

以上の径の実質性腫痕を安全,確実に摘出す
ることはまだ楽しいのが現状であるo
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5.内視鏡支援手術

と,その対象となる疾患

前述のように,顔微鏡下手術においては死角と

なる部位をのぞき込む補助観察鐘として神経内視

鏡を使用するものであり,その意味では全ての振

徴鏡下手術に応用できるため,今後はその適応が

どんどん拡大されていくものと考えられるが,覗

時点では,以トに述べる疾患の手術で侍に有用で

ある｡硬性鏡も軟性鏡も用いられる｡

1 )下垂体腺種(図10)と傍按部病変(図11)

下垂体腺種あるいは傍按部病変に対する手術と

しては　　　　　が経蝶形膏渦手術を開発し,撹

在ではこの部位の腫痘性病変に対する第　選択の

639

手術方法となっている｡著者の施設では,当初よ

り経喋形骨渦手術は耳鼻咽喉科との共同手術で

行ってきたが,従来の顕放鏡下での手術では月重痕

摘出時にどうしても死角となる部位が山現し,可

図

図7　脳室内腫痘(膝細月包腫,良性)のMRT
この腫痘(矢頭)では閉塞性水頭症を合併して

いるため,内視鏡手術により,水頭症に対する

治療と腫症の生検とが同時に施行できるo生検
により病理組織学的診断を確定し,放射線治療

や化学療法を後療法として追加する.

図8　脳室内腫痘(多形性神経鷹芽腫,悪性)のMRI
このような腫痘(矢頭)は生検のみが可能であ

るが易出血性であり,出血すると止血が困楽で
非常に危険であるo　またこの操作によって腫痕

の髄液播種を起こす可能性も否定できない｡
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規範囲裏側の残存腫症をキュレットで掻き出す操

作が必然的に行われてきた｡ -方,耳鼻咽喉科領

域では,副鼻腔の手術の際にすでに内視鐘手術が

行われているため,鼻近は経蝶形骨渦手術(特に

の場合)の際に,耳鼻咽喉

科で使用している内視鏡を常に補助観察鐘として

併用して腫痘摘出を行っているo　このことによ

り,損微鐘FI手術では死角となってしまう部位の

観察も可能となり,最後まで近視下で腫痕を摘出

することが可能である｡脳神経外科の手術操作は

常に両手で行う必要があるが,現状でぼ首に片手

で内視鏡を保持しなければならないという制約が

あり,著者はあくまでも手術用顕微鏡の補助観察

鐘として使用している｡しかし,神経内視鏡の固

定器を開発して,顕散鐘を使用することなく内視

鏡だけで経蝶形骨洞手術を行っている(つまり内

規鐘手術)グループの報吾も最近いくっか行われ

るようになってきた5)｡

2)脳動脈癌(図12)

脳動脈癌板治手術は脳神経外科領域の代表的な

顔微鏡下手術であり,動脈痩被包術や親動脈のト

ラッピング術等も行われるが,可能であれば第一

選択として動脈癌空貢部クリッピング術が行われ

る｡空頁部クリッピングの際には,親動脈はもちろ

図9　脳内血腫(被売彊B)のCT
矢印のようにできるだけ長軸に沿うように

血腫を穿刺し,内視鏡を挿入して各種手術審
臭で血腫の吸引除去,止血を行う｡

ん,動脈癌に近接して分枝,走行する血管や穿通

枝を確実に濫存することが重要である｡このため

に関頭およびアプローチの方法がさまざまに工夫

されるが,鋸微鐘だけではどうしても観察不可能

な死角が生じてしまう｡従来より小さな鏡を使用

して死角の観察を行うこともあったが,最近は神

図

図10　ホルモン産生性下垂体腺腫のMRT
経煤形骨洞手術により腫痘(矢頭)摘出が行

われる.東微鏡下手術では矢印の方向に直線
的な視野が得られるのみであるので,どうし
ても死角となる部位が出現してしまう｡ここ

に内視鏡を補助観察鐘として併用すること
で,鼻後まで直視下で腫症を摘出することが

可能であるo　正常下垂体(*)は腫症により圧
排されている｡

6　-
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経内視鏡を補助観察鏡として併用し,動脈痩周囲

の観案を行っている｡しかし,手術野は非常に限

られたスペースであり,実際には神経内視鏡先立岩

を挿入すること自体が国難である場合も少なくな

い｡より小型で,さらに鮮明な画像が得られる神

経内視鏡の開発ばかりでなく,両手で安全な手術

操作を行うために神経内視鏡の固定器の開発も待

たれるところである｡

図　1

図11症候性ラトケ嚢胞のMRI

傍按部に存在する良性の先天性奇形(矢頭)
で,経蝶形骨渦手術により嚢胞解放手術が行

われるO　手術用顕放鏡に加えて内視鏡を補助
観察鏡として併用することで安全で確実な操
作を行うことができる｡
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3)頭蓋底腫症(図13)

顔微鏡下の腫症摘出手術の,最終局面での残存

腫症の確認に神経内視鏡を使用するO症例によっ

ては,摘出のための骨切除を比較的小範囲にして

神経内視鏡でのぞきながら腫慶を摘出するといっ

図12　破裂脳動脈痩(脳底動脈先端部)の脳血管撮
影正血像

矢印で示した脳動脈癌の動脈癌甑郭クリッ
ピング術の際,動脈癌に近接して分枝,走行
する血管や穿通枝は確実に温存されなければ

ならない｡手術用顔微鏡だけでは死角となっ
てしまう部位を神経内視鏡を用いて観察する

ことで,より安全で確実な手術を行うことが
できる｡

図13　脳蓋底腫痘(薮上皮腫,良性)のMRI所見
小脳橋角部の腫症で,矢頭で囲まれた部分

が腫痕である｡矢印の方向から顕微鏡下で腫
痘摘出が施行されるが,鼻終的に神経内視鏡
によって残存腫症の有無の確認が行われるo
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た,より積極的な使用も期待できる｡

4)その他

井上:脳神経の内視鏡(神経内祝蹟)

6.付随機幕の開発と将来展望6)

いままで述べてきたように,より小型でさらに

鮮明画像の神経内視鐘,さらにはその固定器の開

発に加え,切開,摘出,止血といった操作を確実

に行うためには,超音波吸引器,コアギュレー

クー(バイポーラー,モノポーラー)あるいはレー

ザー等の周辺機器の一層の開発も必要である｡こ

れらの技術的革新とともに,神経内祝鉱の活躍す

る場面は今後ますます拡大されてくるもの考えら

れる｡
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