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シリーズ｢人体における内視鏡の世界｣

9.整形外科領域の内祝鋳

1)脊椎(腰椎)外科

小　柳　責　裕

東京歯科大学市川総合病院整形外科

教育ノート

上　腹腔鏡を用いた腰椎前方固定術

1)手術のコンセプトと適応

一般外科において腹腔鏡の導入は侵襲の軽滅,

術後管理の簡略化に大いに貢献した｡一方,腰椎

外科においても　　　　　　　　　　　　　　の

概念が浸透してきており,そのI-ヰ段として,主

に前方固定術に腹腔鏡の利用が確立されつつあ

る｡その利点としては,創が小さいことや術後創

痛の軽減,腹筋を含めた腹壁への侵襲が小さいこ

となどが挙げられる上2言行上5)o従来の大きく腹部

に切開を入れる手技では,術後の腹筋力の低下や

腹壁疲痕ヘルニアをはじめとした腹壁不全が,無

視できない術後の不満足要素となっていたが,こ

れらの問題点を軽減し得ることが本法の本質的利

点である｡また,腹腔鏡ト前方固定術の適応は次

第に拡大されつつあり,現在,腰椎椎間板障害を

伴ったヘルニア,腰椎i=り症,腰椎椎間板症な

ど,通常の　　　　　　　従来法)に匹敵する広

い適応範囲がある｡ただし視野が狭いことや,

の習熟を要する分,辛

技は容易とはいえず,大きく椎体海綿骨に榎襲を

加える必要のある手術,例えば脊髄カリエスなど

の場合は従来法が無華である｡著者は豚による腹

腔鏡模擬体験を積んだ後,適切なインフォームド

･コンセントのもとで本法を臨床応用した｡

2)主な手術器材

置視型硬性腹腔鏡,モニター,気庖装置,経lo

mm(オプションとして径5mmのもの)のトロ

カール3本,内視鏡用相子･ツッベル･クリップ

(図1) ･吸引付電気メス･腎展開用バル-ンと,

小切開時に使用する血管レトラクター,腰仙椎

用

開創器などを必要に応じて使用する｡

3)体位･鐘視用装置の配

第4, 5腰椎　　　　高位において腹腔鏡によ

る展開時の体位は,やや左側を挙上した仰臥位と

する｡稚問抜展開後,稚問仮を除去し,腹骨片を

移植する腰椎除圧固定手技では手術台を左に傾

け,完全仰臥位とするo装置配置の概略は図2に

示した2)｡

4 )腹腔鏡視手技2)

トロカール挿入点は,どの方向から椎間板にア

プローチするかによって決まる｡　　　を正中か

らアプローチする場合,図3に示す3ヵ所(a,

である｡第1ポートから腹腔鏡を腹膜外

腔に挿入し　　　　水柱で剥離を開始する｡同様

に第2,第3ポートにツッベル相子,内祝鐘用鉄

を挿入して経月別莫外的に大腰筋内側縁まで到達
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(図4),この際,腹膜禰転部の損傷に留意する必

要がある｡また第3ポート挿入時,浅腹壁動脈を

損傷しないように庄意する｡さらに症例による図

のような補助ポートを追加設置し,月夏腔

鏡,ツッベル暮甘子は適宜挿入口を変更し(図5),

下大静脈,総腹骨静脈に留意しながら椎間板前面

を剥離展開する(図6)｡この時点で送気を止め,

第1号ポ-トと第2ポートを5cm長の連続切

開とし,血管レトラクターと　　　　③

用

を腹膜外に適用し,腹腔鏡視を併用しなが
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図2　周辺装置の設置位　文献2より転我)

2

ら前方除圧固定手技に移行する3)｡傍iE中からア

プローチする場合は上前赫頭側から腹腔鏡を入

れ,補助ポートからツッベルで剰離し,傍正中に

トロカールを挿入し,椎間板前面に達する｡

5)固定手技

鐘視の明るい視野のもとで,第3ポート創を延

長して採取した全層暢骨片を2枚移植する(図

7)｡図8 aは椎間板変性を伴い腰痛と坐骨神経

ノ　　＼

5cm

O

I a

Ib e'

図3　トロカール挿入点

a :第1ポート　磨置卜
b:第2ポート　第1ポート4cm尾側
C :第3ポート　上前棟1横指頭側
d, Cはオプションポート

図4　大腰筋と外腹骨動脈の展開(第1ポートから

の鐘視像)
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痛を呈した腰椎椎間板ヘルニア再発の症例で,内

視鏡併用の前方固定術を施行した｡手術時間は3

時間20分,出血量は　　であった｡図8bは術

後6ヵ月の腰椎エックス線側面像で,症状は消失

図5　第3ポートに内視鏡を変更し,第1, 2ポー
トから後腹膜の剥離を行っているところ

図6　椎間板前面に達した時点の第1ポートからの
鏡視像(文献2一部改変)

図7　全層腹骨片を1枚fT大したところ(第1ポー

トからの鏡視像) (文献2　部改変)
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している｡また後方除圧を必要とせず,固定だけ

を酎勺とする場合は　　　　　　　　　　の使

用で母床作製の時間短縮が期待できる｡

挿入治異としての　　　　は腹腔鏡

視下で設置可能であり,有用である(図9)｡

6)後療法

腸管揺動促進薬など使用することなく,翌日か

ら流動食を開始する｡順当な経過では消化器症状

はほとんど生じない｡術後も連日下肢間欠空気圧

迫装置を併用し,静脈血栓を予防する｡後療法

は,骨移植手技に関しては従来法と何ら変わらな

a.術前MRI

b.術後6ヵ月側面エックス線像

図8　症例21歳女性｡腰椎椎間板ヘルニア再発例.

著明な腰痛と坐膏神経痛を訴え,本法を適用｡
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いため,術後3週でギプスコルセットを装着し,

歩行開始としている｡消化器系の内視鏡手技と異

なり,菅性支持組織自体の再建が目的である以

上,早期離床に限界があり,この点が本法の卓越

性を限局的なものにしている｡腹腔鏡下手術の長

所を反映させるためには早期離床に耐え得る,よ

り強固な固定貝の聞発が望まれるところである｡

7 )合併症や問題点とその対策

腹腔鏡関連の合併症として臓器　　管損傷をは

じめとした重篤なものに特に留意する必要がある

が4',それ以外にも存在する｡

腹腔損傷はトロカール挿入時,あるいは腹膜剥

離に起こり得る｡損傷すると剥離圧の維持が困難

で,その後の視野展開に顛渋するO　また,不自然

な腹膜損傷に遭遇したなら,腸管損傷の有無を確

認しなければならない｡

術中管押上,後腹摸腔での炭酸ガスによる剥離

は,腹膜内気腹の場合より　　　　の上昇傾向が

強く,呼気終末炭酸ガス濃度　　　　　　　　を

I一定に維持するために,換気回数を早急に増やす

必要性がある｡その他,皮下気腫など,腹腔鏡視

ト手術に独特なものもあり,事前の十分な認識

と,発症した場合の迅速な対応が必要であること

はいうまでもない｡

2.内祝鏡下腰椎椎間板ヘルニア後方摘出術

1)手術のコンセプトと適応

腰椎椎間板ヘルニアに対する従来の後方ヘルニ

図　　　　　　　　　　　　を]個挿入したところ

4

ア摘出術では,少なくとも2レベルにわたって麻

突起から傍脊柱筋を剥離する必要があり,術後捧

癌や,背筋力低下の一因となっていたO　この点を

改善すべく最近　　　　　　　　　　　　　　　の

優位性が唱えられるようになり,内視鏡トに後方

からヘルニアを摘出するという画期的なシステム

が開発され,導入された6･7)｡しかし,すべての

症例に適応があるわけではなく,本法の利点欠点

を踏まえ,十分なインフォームド･コンセントを

得た上で選択する必要がある｡

利点として,手術創が小さく(上　　　術中出

血も少ない(ほぼ20g以ド)o脊柱起立筋への皮襲

が小さいので,術後捧痛が軽度で,早期離床が可

能であり,結栗として医療コストも低減される｡

事実,術後の鎮痛剤使用傾度は減少し,入院期間

も大幅に短縮された｡

欠点として,内視鏡下の手技であり,立体視が

得られない点が挙げられる｡また,手技習熟とと

もに難度は軽減するが,視野が狭く,ケリソンロ

ンジュール(パンチ)などの使用に際し,自由度が

乏しく,挿入角度が制限され,方向によっては使

用しづらい｡したがって,神経根の排除などの操

作が頑固となりがちで,結果的に支持組織に対し

ては侵襲が小さくても神経組織に対してはそうなら

ない可能性もある｡手術時問も従来法に比し長くな

る｡また,創が小さいために,患者サイドの病識が

希薄になりがちである点にも留意する必要がある｡

上記の利点を享受でき,また欠点をなるべく回

避できる症例が好適応となる｡貝体的には早期退

院を望む患者,美容面から若年者の女性などで,

ヘルニアが責靭帯直下に張り出している例(図10

椎弓問の比較的広い例,とくに

高位のヘルニアが施行しやすい｡　-方関節突起が

肥大した例,巨大正中ヘルニア,惟問孔内ヘルニ

アなどでは手技に雑渋する可能性があり,熟練を

要する｡終嚢の拡大したものも,椴の同定に手こ

ずる｡また,硬膜を損傷した場合はもちろん,神

経椴やヘルニアの同定に葵酎具した場合でも,速や

かに従来法に切り替える決断も必要といえる｡い

うまでもなく術前にその旨本人･家族に説明し,
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理解を得ておく｡

2)使用機種

)　社製　　　　③を使用して

いる｡

3)麻酔と体位

全身麻酔で,筋弛緩は使用Lない｡ 4点フレ-

ムを使用して腹臥位で行う｡

4)手術器貝

筒状レトラクターを使用するため,ペンフィー

ルド(神経排除棒)など長めのものが用意されてい

る｡通常のヘルニア摘出術で使用する器貝だけで

b

図10　症例27歳女性,好適応例｡ヘルニアは大き
く,椎弓問責靭帯産下に脱出した例

5
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も不可能ではないが,さらに作業域が狭小化して

しまう｡また,立体視もできないため,神経組織

-の無用な接触を可能な限り避けるように,専用

の器具を駆使すべきである｡

5)手術手技

イメ-ジで確認しながら傍棟突起部に

の皮t))を加え,筋肉を排除するためのダイアレー

ク-(創拡大器)を順次挿入して筒状レトラクター

を設置して専用の内視鏡を取り付け,椎弓問に達

する(図　　　　　　の場合など,確実に筒状レト

ラクターが惟L持田こないと,その後の手技に歎渋

する｡可及的に黄靭帯を切除できたら,当該櫨を

まず確認し,ペンフイ-ルドで愛護的に椴を排除

し,ヘルニアをロンジュ-ルで切除する(図12)｡

図11手技の手順
1.ダイアレークー挿入
2.筒ヒレトラクター挿入

3.内視鏡挿入
4.責靭帯切除中の鐘視像

図12　神経梶をペンフイ-ルドで排除し,ロンジュー

ルでヘルニアを摘み出しているところ
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6)後療法

術後はコルセットを装着し, 5日以内に歩行を

許可し, 1ヵ月以内に労働を許可する｡

7)結果と問題点

術後の腰痛は概して軽度であったが,手術時間

は未だに従来法の3倍を要している｡本法の手技

が完遂できれば,早期離床,早期社会復帰への移

行は従来法に比べ,極めてスムーズである｡著者

は本法による髄膜,神経合併症は経験していない

が,狭窄所見の強い　　　ヘルニア例で,ヘルニ

ア固定困難から従来法に転換した例を,また,捕

出不十分と思われた例を経験した｡この手術法が

手術創の小ささに留まらず,真に低侵襲手技とし

て広く認知されるためには,筒状レトラクター挿

入位置などの術前の入念なプラニングと,さらな

る手技の習熟が必要である｡

-　6　一
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