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シリーズ｢人体における内視鏡の世界｣

7.泌尿器科の内視鏡

畠　　　　　亮

東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

教育ノート

はじめに

内科と外科がメジャーな科だとすると,泌尿器

科はマイナーな科ということになる｡しかし,磨

史的に見ると泌尿器科学は,実は最も古くから

ある外科学の先がけなのである｡すなわち,外

科学の発祥はインドにおいて行われた虜庇結石

の治療だといわれている｡月斉脱に石ができて尿

が出なくなり,尿達から血を流しながら激痛に

菩しむ患者に向かい,治療師とよばれる者が会

陰部から月別光に向かって一直線にナイフをっき

刺して,いっきに結石をえぐり取ってきたとい

う｡もちろん,レントゲンで位置を確認するわけで

はなく,また,麻酔も抗生物質も無い時代のこと

であるから,うまくいって石を摘出できて助かれ

ば儲け物といった,決死の覚悟で臨んだはずであ

り,患者の多くは失敗し,そのまま死んでいった｡

外から体の中を覗いてみようという内視鏡的な

発想が生まれたのも,泌尿器科の領域が最初であ

る｡すなわち,尿道から筒状の管を挿入し,外部

からロウソクの火をかざして,膳庇の中を覗き込

んだのが席庇鐘のはじまりである｡もっとも,こ

の程度の明かりでは何も見ることはできなかった

はずである｡診断価値のある膳批鐘の実用化に成

功したのはドイツ大の　　　であるが,これと

て100年以上も前のことである｡彼は内視鏡の先

端に白熱灯の電球を付けることで膳庇内腔を虐接

照らし,かつ側管から生食水を流しながら観察で

きるようにしたので,良好な視野が得られるよう

になった｡また,虜脱鐘に異物をっかむ相子を挿

入する側管をっけることで,診断のみならず簡単

な治療もできるようにした｡その後の100年で,

光学機器の開発技術は素晴らしい進歩を遂げた｡

電球に代わってファイバースコープが光源に使わ

れるようになり,硬性鏡から軟性鏡まで実用可能

になった｡現在はさらに進んで,電子スコープも

使える時代である｡こうして内視鏡の及ぶ範囲

は,尿道から腎孟まで全尿格をカバーするように

なった｡そして尿露から始まった内視鏡は冒

腸管,呼吸器系,そして今では血管の中にまで届く

ようになり,ひろく診断･治廃に応用されている｡

さらに泌尿器科領域では　　年代末に経皮的

にトラクトをっくり,腎臓に　接内視鏡を送り

込む新しい到達方法が開発されたO経皮的腎症

形成術,経皮的腎砕石術が代表的手技であるが,

この経皮的手術と内視鏡手術を総称して"

という新しい名称の治療分野が誕生

した｡

生活の質)と　MIT

最小榎襲手

術)の追求が近代外科手術のキーワードとすれ
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952 皇:泌尿器科の内視鏡

ば,泌尿器科における　　　　　　　はまさにこ

の両方を満足させうる外科治療だといえる｡

本稿では泌尿器科における内視鏡を中心に,

全般にわたり概説する｡なるべく

多くのイラストと写貢を提示することで,読者に

手術室における臨場感を味わっていただければ幸

いである｡

1.内視鏡(焼批鏡)診断

泌尿器科における代表的疾患は図1のとおり

で,実に広範囲にわたり,かつ種幾も多いが,撹

在内視鏡が及ばぬところはほとんどない｡

泌尿器科では初診時における･次検査で,性と

年斬,主訴,尿一般検査(尿沈漆を含む)と理学的

検査の結果がわかれば,患者の約80%は診断が可

/副腎廉虜

図1　泌尿器科疾患
泌尿審科疾患は多種多様だが,塊在内視鏡の届かぬ磯城はほとんどない0
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能になる｡つぎに,確定診断と治療方針の決定の

ためにさらなる二次検査が行われる｡二次検査の

代表は造影剤を使った経静脈性尿絡造影と席批鏡

検査である｡前者は腎月蔵における尿の生成から,

尿管を通って膳脱に至るまでの尿の流れを観察す

るもので,生理的条件下での異常を診断する｡し

かし画像診断というのは,あくまでも障子に映る

影から,向こう側の人間を推察するようなものに

すぎない｡これに対して後者の月射光鐘検査では,

由接目で見て診断できるという確実性がある分,

診断価値が高い(図　　　　とくに女性では,外

図2　磨枇腫廃の内視鏡所見

唐批腫廃の多くは乳頭状増殖を示す移行上
皮癌である｡

図3　前立腺肥大症の内視鏡所見
両側からせり出した前立腺が尿遺内腔を完

全に閉塞している.

本来なら内視鏡の奥に唐批内腔が見える｡

100, No. 10 (2000)

53

953

乗で無麻酔下で実施可能であり,簡便性も備えて

いるo男性の虜批鐘検査は苦痛をともなうので,

通常腰椎麻酔が必要であり,入院の上で行われる

ことが多い｡

膳月光鏡のつぎに重要な内視鏡診断には逆行性尿

路造影がある｡逆行性尿蕗造影というのは,虜枇

鐘で尿管口を確認し,側管から送り込んだカテー

テルを尿管に直接挿入する｡そしてカテーテルか

ら造影剤をトから上に向かって逆行性に吹き上

げ,尿管･腎孟を描出するものである(図4)｡経

静脈性尿路造影では,腎機能が不良の場合には造

図4　逆行性尿絡造影法

内祝鏡下に尿管臼を確認し,尿管カテーテ
ルを挿入する｡そして造影剤をカテーテルを
介して腎に向かって吹き上げる｡
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影剤が排浬されないので,画像診断としての価値

が無くなるが,逆行性尿絡造影では腎機能に関係

なく腎孟･尿管を鮮明に映し出すという利点があ

る｡その反面,異物挿入による感染のリスクや患

者に与える苦痛が大きいので,できるだけ避けた

い検査であるが,有力な診断の武器になることは

間違いない｡レントゲン透過性の結石と腎孟･尿

管腫痕との鑑別など,尿管閉塞機転の診断にはと

くに有力な検査法である｡

症例1 : 54歳男性,肉眼的血尿をともなう右側

腹痛を訴えて来院｡尿細胞診は陰性｡経静脈性尿

絡造影で結石陰影を認めず｡右水腎症を認める

も,尿管の描出は不良｡席枇鐘検査にて膳枇内に

異常なし｡この時点で尿管の通過障害と診断され

たが,閉塞機転がレ線陰性結石あるいは腫痘性

病変かの鑑別診断がつかず,逆行性尿路造影を

施行.はじめて尿管腫痕の確定診断がついた

(図5)｡
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図5　逆行性尿路造影フイルム

右尿管下端に発生した尿管腫症が陰影欠損
像(矢印))として括出されている｡
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2. TUR-P (Trams Urethral Resection of

内視鏡的前立腺切除術)と

(Trans Urethral Resection of Bladder

内視鏡的虜批腫症切除術)

年代にはじまったTURは泌尿器科におけ

る内視鏡手術のさきがけであると同時に現在もな

お代表的手術の1つであり,手術症例は非常に多

い(図　　　｡

は腰椎麻酔下で行う｡開腹手術の

前立腺切除術と較べて術後の捧痛ははるかに軽

く,通常,翌日から歩行可能となる｡この手術に

図　　　　の手術風景
術者は直接内視鏡をのぞき込むのではなく,チ

レビ画面に映し出された映像を見ながら手術す
る｡助手も術者と全く同じ状況で観察できるo

図　　　　　の切除鐘
先端から送りだされるループを操作し,切

開･凝固をくりかえして組織を切除する｡
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は90分までの時間制限があるため,通常　　　ま

での前立腺肥大症が適応とされるが,それ以上で

も熟達者であれば可能だし, 2段階手術に分ける

こともできる｡東京歯科大学市川総合病院泌尿器

料(以卜∴　当科)では,ほぼ99%の前立腺肥大症を

TURで切除している｡前立腺肥大症は前立腺癌

とともに,生活習慣の西洋化と趨高弁化社会を反

映して年々増加する傾向にある｡そこで　　年代

に入り,より高いQOLと,より安全なMITを

めざした治療法の開発競争が世界塊模で展開され

た結果,薬物療法,金属製ステント,レーザー

光線,超音波,高温度治療など,つぎっぎと新し

い治療法が世に出てきた｡この辺の状況を称して

立腺

肥大症)ゲームとよぶ者もいる｡しかし現在なお

がゴールドスタンダードであることにか

わりはない(図8)｡

は全身麻酔下で行う｡そのわけ

は,術中に切開用の電流が膳批側壁を走行してい

る閉鎖神経を刺激すると,固定してある下肢を突

然はね上げるような不随意運動が出て,そのは

ずみで術者の手元が狂い,月射光壁を破ってしま

うおそれがあるからである｡したがって側壁に

ある腫痕の切除の際には筋弛緩剤を使わなければ

ならないので,あらかじめ全身麻酔が必要にな

図　　　　-Pの説明図
切除鏡のループを操作しながら前立腺組織

を小切片にして摘出する｡
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る｡腰稚麻酔でも可能だが,その時には局麻によ

る閉鎖神経ブロックを追加することが必要がある

(図9)｡

浸潤性膳批症の根治術は席月光全摘術だが,膳月光

をとってしまっては尿の行き場がなくなるので,

代用膳月光形成を含めた尿路変更術を加えなければ

ならない｡これは患者にとって大きな皮襲を伴う

手術となる｡これに対して　　　　　は,腫症

のみを切除するだけなので,膳脱はそのまま温

存できる｡手術のあと患者は術前と変わらぬ自

然排尿ができるが,その分根治性に劣るため,

原則として　　　　　の適応は表在性腫痕に限ら

れる｡

しかし,虜批全摘をしても5年庄存率は50%以

下であり,櫨治性に期待するよりも,多少根治性

を犠牲にしてもQOLに勝る　　　　を行って

虜月光温存を図るという考えも成立する｡

Btは反復して行うことも容易であり,また化学

療法や放射線療法を組み合わせることで,生命予

後を全摘術と遜色無いものにすることも出来るの

で,浸潤癌に対しても,とくに高歯令者の場合には

TUR-Btを第一選択とすることもある.

エンドウEj Dジー)

は,広義の解釈では内視鏡を

つかった泌尿器科手術の全てが含まれるので,

図　　　　　　の説明図
手技的には　　　　と同じだが,やや止血

に歎点がある｡
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TURや腹腔鏡下手術も入ってくるが,狭義の解

釈では腎･尿路結石に対するPNLとTULの2

つが代表的手技である｡

かつて泌尿器科医がメスの腕を競い合った腎･

尿蹟結石に対する開腹による切石術は,現在ほ

とんど行われなくなった｡かわって皇場したのが

体外衝撃波による砕石術の

である｡内視

鏡手術ではないが　　　　とMITを同時に満足

させることができる泌尿器科における代表的治療

法の一つである｡患者の体外から,レントゲン透

視下に位置を確認した結石に向かって,多方向か

ら同時に超音波振動を送り,そのパワーを一点に

集約させて砕石するのである｡細かく砕かれた石

は尿流に乗って自力で排出される｡適応範囲は広

く,あらゆる腎･尿蕗結石の第一治療選択といっ

ても過言ではない｡

とはいえ全ての結石が　　　　だけで解決で

きるわけではない｡たとえばサンゴ状腎結石や1

cm以上の大きな結石,長く-ヶ所に留まってい

た厳項結石,硬い性状の結石などは　　　　単

独の治療では不十分である｡このような症例には

が有力な武器になる｡

1 ) PNL (Percutaneous NephroILithotri-

経皮的腎砕石術)

全身麻酔下,超音波エコーで位置を確認しなが

ら背部皮膚から置接腎孟を穿刺する｡針の通り道

を少しずっ拡張していって,手術用内視鏡を挿入

するのに十分な内径を持っトラクトをっくる(図

｡このトラクトから内視鏡を腎孟まで入

れると直視下に結石を確認できる｡そこで内視鏡

の側管から入れたプローブを直接結石に接触させ

て破砕する｡破砕の力源には超音波振動,色素

レーザー,機械的振動,電気水圧衝撃波などがあ

る(図　　　｡

腎実質に穴を開けるため出血などのリスクがあ

り　　　　　と違って比較的浸裏は大きいが,砕

いた石はその場で回収できるので,手術と同時に

患者は結石から解放されるo　もちろん術後の匪病

は,開腹手術と較べてはるかに軽くすむ｡
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経

尿遠的砕石術)

全身麻酔下に,経尿道的に尿管鏡(硬性と軟性

がある)を膳脱から尿管の中に送り込む(図14)｡

図10　経皮的腎穿刺のセット

長針を超音波エコー下に腎孟まで穿刺し,
ガイドワイヤ-を送り込む｡ガイドワイヤー
を足がかりとして徐々にカテーテルのサイズ

をあげていって,必要十分な太さのトラクト
をっくる｡

㌔

図11腎穿刺の説明図
結石の部位により最も恵達可能で,かつ周

囲組織を損傷することがない至適な場所を穿
刺する｡
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図　　　　　用内視鏡

砕石などの手術操作を容易にするため,内
視鏡のルートを別にしてある.下段は砕石用
の超音波プローブ｡

図　　　　　の実施風景

手術操作管から超音波プローブを挿入して
砕石しているところ｡

尿管損傷をおこさぬように,尿管鐘をゆっくりと

結石の存在部位まで進める｡結石を直視下にとら

えたら,これを破砕し,砕けた石をバスケットカ

テーテルに入れて体外に取り出す｡

全身麻酔を要し,かつ高度の技術が求められる

という歎点はあるものの　　　　と比較しても

患者に与える浸襲はけっして大きくはない｡その

うえ　　　　のような高額な医療機器を必要とせ

ず,砕石の確実性も高い｡

ここで述べたPNLとTULの手技は結石の治

療だけではなく,腎孟･尿管腫慶の内祝鐘下切

除,腎孟形成術,尿管狭窄拡張術,尿管ステント
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図　　　　　用内視鏡

尿道先端から腎孟まで届くように,非常に
長いのが特徴o　延性鐘(上)と軟性鏡(下)の2

種幾ある.

留置,腎痩形成など応用範囲が広い｡

4.腹腔鋳下手術

腹腔鏡そのものは100年以上も前から産婦人科

領域において診断目的で用いられていた｡この診

断用腹腔鏡を治療に応用することを考えて,は

じめて腹腔鐘を用いた胆嚢摘出術が行われたのが

年である｡そしてこの成功が世界中の庄目を

浴びることになった｡これまで大きく開腹しなけ

れば出来なかった手術が,数ヶ所の穴を開けるだ

けでよくなった｡患者に与える浸襲は小さくて,

翌日にはほとんど痛みを感じずに歩行可能となっ

た｡まさに　　　　　　という時代の要求に応え

る画期的な手術となった｡当初は止血の難しさや

不測の事態への対応の遅れなど,腹腔鏡手術その

ものを危倶する意見も出たが,こうした反対意見

を凌駕する利点がつぎっぎと認識されて急速に普

及していった｡幸い外科領域では胆嚢摘出症例が

多かったことから,技術習得までの期間も短くて

すんだ｡数年でその地位を確立したあとは,過

応疾患を胆嚢から外科領域のあらゆる分野へと拡

大していったo　泌尿器科領域もその例外ではな

かった｡

泌尿器科における腹腔鏡下手術は精巣静脈痩結
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紫術がはじまりであるが，副腎，腎臓，尿路と進  

み，現在では前立腺根治術が話琴の中心となって  

いる。この中で副腎は日本の泌尿器科医によって  

世界ではじめて腹腔鏡下に摘出術が行われた。腹  

腔鏡下手術の進歩，発展は欧米主導で進められて  

きたが，唯一の例外がこの副腎摘出術である。   

腹腔鏡下手術の最大の利点は，カメラを通して  

術野がテレビ画面に映し出されるので，全員がこ  

の共通の像を見ながら手術を進めることが出来る  

ことである。このことはまた，本来3次元のもの  

を2次元の像で判断しなければならないという欠  

点にもなるが，この欠点を克服するのはさはど  

難しいことではない。さらに腹腔鏡下手術の発  

展，普及を後押ししたのは専用手術器具の開発，  

改良であるが，中でも特筆すべきはハーモニック  

スカルベル（LCS－Laparoscopic Coagulating  

Shear）の開発である。これを使うことによっ  

て止血は楽になり，腹腔鏡手術の最大の難点と  

されていた手術時間を大幅に短縮できるように  

なった。   

当科には男性不妊症の患者が多く，したがって  

不妊の原因となる精巣静脈瘡の症例も多い。その  

特徴を生かして，まず腹腔鏡下精巣静脈瘡結紫術  

を皮切りに，全員で手技の習熟に努めた。その結  

果，日本で比較的早期から腹腔鏡下副腎摘出術に  

も着手できた。引き続き対象を腎臓から尿路へと  

広げながら手技の改良，工夫を重ねてきた。す  

なわち，純粋な腹腔鏡下手術のみでなく，開腹  

手術を補助的に加えた新しい腹腔鑓下手術として  

の無ガス吊り上げ式，さらにはHALS（Hand  

AssistedLaparoscopicSurgery）へと進化させ  

てきた。こうした流れの中には日本における先  

馬区的な部分も含まれるので，この場を借りて紹介  

する。  

1）副腎の開腹手術から腹腔鏡下手術へ   

開腹手術による副腎摘出術は泌尿器科手術のな  

かでも難易度の高い部類に属する。幸い筆者は慶  

應義塾大学泌尿器科に在籍中，約100例の副腎摘  

出術を手がける機会に恵まれた。この経験を通し  

て副腎摘出術は難しいものであるという先入観が  

できあがっており，それを小さな視野の腹腔鏡  

下でやるのは無謀であろうという消極的な考え  

を抱いた。反面，この経験を生かして新しい手  

術に挑戦すべきという積極的な考えも生まれ，  

結局この考えにしたがって一歩前に踏み出すこ  

とにした。腹腔鏡下手術の途中で暗礁に乗り上  

げたとしても，すぐに開腹手術に切り替えれば  

大丈夫という絶対的自信が支えになっていた。  

ところが実際にやってみると，想像していた以  

上に良好な視野が得られることと，局所的にはむ  

しろ肉眼よりも見やすいところもあり，手術の安  

全性を実感できた。さらにハーモニックスカルペ  

ルが使用可能になってからは，止血操作が容易と  

なり手術時間も開腹手術なみに短縮されたので，  

現在では極くわずかの例外を除き，副腎摘出術は  

原則として腹腔鏡下手術で行うことにしている  

（図15）。   

2）腹腔鏡下手術から無ガス吊り上げ方式へ   

腹腔鏡下手術の普及にともなって適応症が拡大  

され，腎摘出術への応用がひろまった。しかし，  

いかに腹腔鏡下手術操作のみで腎摘を行ったとし  

ても，臓器を損傷することなく体外に取り出すに  

ほ，相当の切開をあらたに加えなければならな  

い。さもなくばmorcellaterを使って破砕する  

しかないが，それでは病理診断に必要な標本が得  

られなくなる。それならばはじめから必要最小限  

図15 腹腔鏡下副腎摘出術  

腹腔内術中所見。腹腔鏡手術器具を使って  
副腎の周囲組織を剥離，切断している。  
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の切開を加えておいてはどうかと考えた。もしそ  

の切開創から片手を挿入できれば，手の感触が加  

わるだけで手術は明らかに容易となるはずであ  

る。片手を入れることができて，しかも腎臓をそ  

のまま取り出すのに必要な切開創の長さは7cm  

であった。   

しかしこれでは気腹による腹腔鏡下手術は不可  

能となるので，無ガス吊り上げ方式を採用した  

（図16）。われわれの方式は経腹膜到達法である  

が，この術式には多くの利点がある。その一つは  

通常の手術器具が使えるということである。ま  

た，腎臓を完全に剥離すれば，この切開創から体  

外に引き出すことができる。そのため腎部分切除  

も容易であり，形成手術も可能になる（図17）。つ  

まり，これまで開腹手術でやってきたはとんど全  

ての腎手術ができるということである。しかも，  

創の大きさはこれまでの半分以下で済むわけで，  

術後の痺痛も軽く，回復が早い。個人的には素晴  

らしい手術法であると考えるが，これを腹腔鏡下  

手術と呼ぶには疑問も生じる。腹腔鏡下手術であ  

る以上，全ての操作は腹膜腔内で行うべきである  

という趣旨に反することになる。   

3）無ガス吊り上げ方式からHand Assisted  

LaparoscopicSurgery（HALS）へ   

吊り上げ方式では，テレビ画面に映される2次  

元の像が，手の感触が加わることによって3次元  

的手術にかわる。血管か否かの鑑別も容易にな  

る。反面，欠点は強く吊り上げる事で，上下の視  

野は十分確保できるが，気腹法と比べると前後左  

右の視野展開が悪い。そこで両方の利点を組み合  

わせたのがLap DiskTMを用いたHAI．Sであ  

る。LapDiskを装着するのに必要な切開創の長  

さが，腎臓を取り出すのに丁度よい7cmである  

ことも幸いしている（図18）。  

図17 吊り上げ方式による腎部分切除術  

吊り上げ方式で腎を完全に剥離し，小切開  
創から創外に脱転したところ。腎血流を遮断  

したあと腎部分切除術を行った。  

図16 無ガス吊り上げ方式  

小切開創から翼状弁を挿入し，これを挙上  
機で牽引して腹壁全体を吊り上げる。気腹は  
行わない。  

図18 HALSに使用するLapDisk  

約7cmの小切開創からLapDiskを装着し  
ているところ。   

59  



960 忠:泌尿器科の内視鏡

を切開創に装着することで気腹が可

能となる｡したがって,通常の腹腔鏡下手術と同

様の十分な視野が得られるo　さらに

のウインドウから片手を挿入するまとで,括り上

げ方式と同様に,手の感触が加わる分,手術康作

が容易となる｡現時点では腹腔鐘卜手術と用手法

を併用したこのHAT.Sが腎臓の手術には最良の

方法だと考えている(図19)｡約7cmの切開創が

加わることは仕方ないとして,手術器具の改良を

行えば,これまで開腹手術で行ってきた泌尿器科

手術のほとんど全てが　　　　で出来るようにな

ると期待している｡さらに後腹膜腔手術にも応用

可能である｡

症例　　　歳女性｡突然発症した無病性肉眼的

血尿にて近くの救急病院へ搬送された｡ CTにて

左腎腫痕の疑いありと診断され,精査,加療のE]

的で当科を紹介された｡腎血管造影検査の結果,

(図20)左腎腺癌の臨床診断が確定し　　　　　に

て般治的左腎摘除術を施行した｡手術翌日には経

口摂取が可能となり,歩行も始めた｡術後の鋳病

剤を要したのは術当日-晩であった｡術後4 E]冒

図　　　　　の手術室風景
のウインドウから術者の左手が入

り,右手には腹腔鏡用相子が廃られている｡
術者とカメラ担当助手と助手の3人が同じテ
レビ画面を見ている｡
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からは常食となった｡摘出標本の病理組織学診断

にて腎腺癌が確定した｡

4 ) Laparoscopy Assisted Surgery(LAS一

腹腔鏡補助下手術)

通常の開腹手術に腹腔鏡を補助的に利用するこ

とで,はるかに小さな切開創で手術が出来る｡気

日射ま行わず,手技的には通常の手術と変わらない

が,術野の近接像を内視鏡をとおしてテレビ画面

に映し出すことができるので,全員が共通の像を

見ながら参加できるという,腹腔鏡下手術の最大

の利点を応用したものである｡

当科では行っていないが,腹腔鏡の新しい応用

法の一つとして評価されている｡

5)腹腔鐘手術の適応と限界に関して,現時点

におけるわれわれの考え方

副腎は純粋な腹腔鐘ド摘出術を原則とし,腎を

中心とした副腎以外の手術はHALSで行う｡た

だし形成手術などの複雑な操作を要する腎手術

には,少なくとも現時点では無ガス局り上げ方

式を選択した方が,安全かつ確実であると考

える｡

図20　選択的腎動脈造影
左腎中部に豊富な新生血管を有する充実性

腫症(矢印)を認めるo　臨床診断は腎腺病.
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おわリに

泌尿器科における内視鏡診断ならびに内視鏡手

術の代表的なところを選んで概説した｡とくに腹

腔鏡下手術は東京歯科大学市川総合病院泌尿器科

が力を入れている分野であり,われわれの経験を

中心に多少詳しく解説した｡

さいごに参考文献として当科で発表した腹腔鏡

関連論文を列記した｡参考にしていただければ幸

いである｡
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