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第 24 回昭和大学学士会シンポジウム
「最先端医療における手術支援と低侵襲性手術」

日　　時　平成 27 年 7 月 11 日（土）13 時～ 15 時 30 分
場　　所　昭和大学 1号館 7階講堂
担　　当　昭和大学医学部外科学講座（消化器・一般外科学部門）
　　　　　昭和大学医学部泌尿器科学講座

開会の挨拶 昭 和大学医学部長　　　　　　　　
 昭和大学学士会副会長　久 光 　正

座　　　長
 昭和大学医学部外科学講座（消化器・一般外科学部門）教授　村 上　雅 彦
 昭和大学医学部泌尿器科学講座教授　小 川　良 雄

　1．前立腺癌に対するロボット手術（20 分）
　 昭和大学江東豊洲病院泌尿器科教授　深 貝　隆 志

　2．食道癌に対する完全鏡視下手術（20 分）
 昭和大学医学部外科学講座（消化器・一般外科学部門）講師　大塚耕司・ほか

　3．肝・膵疾患に対する手術支援と鏡視下手術（20 分）
 昭和大学医学部外科学講座（消化器・一般外科学部門）准教授　青 木　武 士

　4．低侵襲大動脈弁治療：経カテーテル大動脈弁植え込み術
　　 （Transcatheter Aortic Valve Implantation：TAVI）（20 分）
 新東京病院心臓内科医長　長 沼 　亨

　5．三次元CTナビゲーションシステムによる
　　 顎顔面外科手術（20 分）
 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門教授　代 田　達 夫

　6．腹腔鏡手術の歴史と未来（30 分）
　 帝京大学名誉教授　　　　　　　　
 帝京大学医学部附属溝口病院外科　山 川　達 郎

閉会の挨拶 昭和大学病院副院長　　　　　　　　
 昭和大学医学部外科学講座（消化器・一般外科学部門）教授　村 上　雅 彦

主　催　昭和大学学士会
後　援　昭和大学医師会
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開会の辞

○進行　それでは，定刻となりましたので，ただい
まより，「第 24 回昭和大学学士会シンポジウム」を
開催させていただきます．まず初めに，開会のご挨
拶を，昭和大学医学部長，昭和大学学士会副会長久
光正教授にお願いしたいと存じます．久光教授，よ
ろしくお願い申し上げます．

開会の挨拶

昭和大学医学部長
昭和大学学士会副会長

久 光 　正
○久光　皆さんこんにちは．本日，本来でありまし
たら，学長で，学士会会長の小出良平先生がご挨拶
する予定でしたが，急用のため，本日欠席となりま
したので，私から開会のご挨拶を申し上げます．
　昭和大学学士会シンポジウムは今回で，第 24 回
となります．学士会シンポジウムとなりましたの
は，ついこの間ですが，それまでは，昭和医学会の
シンポジウムとして，長く続けてまいりました．本
学は，医療系の 4学部を備えた，医系総合大学です
ので，研究成果の発表等につきましても，4学部が
混ざり合って，お互いに切磋琢磨して，進めていき
たいということで，それぞれの学部の学術誌を，1
つにまとめ，このような研究発表等の場も，1つの
組織でやっていこうということになりました．
　本日のテーマは，最先端医療における手術支援と
低侵襲性手術．新しい手術のやり方，考え方，とい
うことで，テーマを絞ってお話をしていただきます．
医療は非常に進歩しておりますが，その中で，手術
は直接体に何らかの操作を加えて，体を修復すると
いうことでございますので，お薬で云々，というの
とは違って，そこには技術が必ず伴ってまいりま
す．その技術を進歩させていく上で，低侵襲である
ということ，正確であるということ，そして，誰で
も一生懸命やれば上手にできるという，そのような
方向性が求められているのではないかと思います．
　本日は，医学の分野および歯学の分野から，先端
のお話を伺えるということで，非常に有意義であ
り，楽しみにしております．本日一日，どうぞよろ
しくお願いいたします．

○進行　久光教授，ありがとうございました．それ
では，本日のシンポジウムに入らせていただきま
す．座長は，昭和大学医学部外科学講座，消化器一
般外科学部門，村上雅彦教授と，昭和大学医学部泌
尿器科学講座小川良雄教授です．それではよろしく
お願いいたします．

1．前立腺癌に対するロボット手術
深貝　隆志

昭和大学江東豊洲病院泌尿器科

○村上　早速始めたいと思います．各演者の先生，
かなり時間短くなっていますので，前半，三題を小
川教授の方から，後半を私が，司会をさせていただ
きます．
○小川　それでは，最初の一題でございます．ま
ず，泌尿器科領域から今のトピックスでございます
前立腺癌に対するロボット手術．ダヴィンチという
ロボットを使っております．手術につきまして，昭
和大学医学部泌尿器科学講座，江東豊洲病院の教授
の深貝隆志先生から，ご講演いただきます．簡単に
ご紹介いたしますけれども，深貝先生は，昭和 61
年に本学を卒業されまして，大学院修了後，各病院
を回りまして，その後，1997 年からハワイ大学で 2
年間，メディカルセンターで病理の研究をなさいま
した．その後，2003 年から，昭和大学の助教授，
2014 年から豊洲病院の泌尿器科の教授になられて
います．
　深貝先生は，泌尿器の内視鏡の認定医でございま
して，また，ダヴィンチ手術の，中心的存在で，
今，後継者を育てております．本日は最新の話題を
提供していただきたいと思います．それでは，深貝
先生，よろしくお願いします．
○深貝　はい．小川教授，ご紹介ありがとうござい
ます．泌尿器科の深貝と申します．今日はよろしく
お願いします．今日は前立腺癌に対するロボット手
術というテーマをいただきました．どんな流れにし
ようかと思ったんですが，前立腺の手術の話ばかり
しても皆さんもなじみがないと思いまして初めに前
立腺癌の，紹介から始まって，ロボット手術全般の
話と，最後に，ロボット手術による前立腺全摘の話
をさせていただきたいと思います．
　前立腺癌ですね．今日，村上先生も座長でいらっ
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しゃいますが，日本は消化器系の癌が非常に多いわ
けなんですが，前立腺癌は，日本では非常に少な
い，世界的に見て前立腺癌が少ない国として有名で
した．一方世界的に言うと，前立腺癌というのは，
白人，黒人には非常に多く，欧米ではもう男性の癌
と言えば前立腺癌が一番多いというのが当たり前と
いう状況でした．
　つい最近までは日本の前立腺癌の頻度というの
は，いつも他のアジアの国と同様に非常に低かった
のですが，最近ではアジアの中でも日本だけが突出
して癌が増えて来て，今，欧米に引けを取らないぐ
らい，前立腺癌の頻度が増えて来ている．そんな位
置づけになって来ております．
　これは，厚生労働省が公表し，今年の 4月に，も
うアップデートされていた資料です．男性の癌患者
さんの中で前立腺癌の患者数宇は 2020 年から 2025
年の間には，胃癌も抜いて，日本で一番多くなると
いうことが国の予測されています．泌尿器科はマイ
ナーだと言われておりますが，前立腺癌に関して
は，決してもうマイナーな疾患ではないということ
になって来ております．
　前立腺癌は，進行がゆっくりで，死なないから
放っておいてもいいんだ，なんていう方も，よくお
られるわけなんですが，実際には，亡くなられる患
者さんの数は，患者さんの数に比べると，確かに少
ないんですが，亡くなられている方もどんどん増え
ております．現在では毎年1万5千人ぐらいの方が，
前立腺癌で亡くなっており，これからもどんどん増
えているという状況が予想されております．した
がって，できるだけ早期に発見して，きちんと治す
ということが，非常に重要なことだというふうに認
識されております．
　最近は，有名な方も，前立腺癌になったと言っ
て，メディアに登場することもございます．昨年だ
けでも，多くの方たちが，前立腺癌になったと公表
しています．渡辺淳一さんも，ドクターであったん
ですが，残念ながら，前立腺癌で，結構あっと言う
間に亡くなってしまいました．これらの皆さんもい
ろんな治療を受けているということを公表してお
り，前立腺癌にはいろんな治療があるということも
知られてきております．
　一番インパクトが強かったのは，もう 10 年経ち
ましたが，天皇陛下も前立腺癌になられて今日お話

する，前立腺全摘を受けられたわけなんですが，当
時はお腹を開けて，普通に取る手術を受けられてい
たということになっております．
　前立腺癌の治療法は，非常に多くの治療法がござ
います．非常に癌がおとなしいタイプの場合は最近
では，何もしないで様子を見るという場合も，結構
ございます．進行している場合，実は，進行しなく
ても，日本では，ご高齢の患者さんは，このホルモ
ン治療という薬の治療だけを受けている患者さんも
多いわけなんですが，やはり 60 代から 70 代前半ぐ
らいまでの方は，こういった姑息的なホルモン療法
で，抑えるだけということですと，天寿を全うでき
ないことになります．今，こういった患者さんに
は，きちんとした根治療法が必要となります．この
根治療法は，主に手術と放射線療法ということに
なっておりまして，特に若い人に行けば行くほど，
前立腺の手術，前立腺全摘出がメインになって行く
ということになっております．
　実は，私自身，今日はダヴィンチの話をするんで
すが，もう 1個，放射線治療の，この小線源治療と
いう治療に，ずっと携わっておりまして，最近では
患者さんに，どちらを選択するか，お話する時は，
非常に長く時間がかかるということになっておりま
す．現状では，ダヴィンチが出て来てからは手術
が，圧倒的に有利な状況ができているということに
なっております．
　この，前立腺を取る手術は今でも，開腹，腹腔
鏡，ロボットの 3つの手術が，日本では行われてお
ります．こういった開腹手術，腹腔鏡手術もまだ
残ってはいるんですが，このロボット手術ができる
ようになってから，急激に普及して来て，今，正確
な数字は分からないですが，日本全国の，前立腺全
摘の半数近くが，もうロボット手術に移行して来て
いるんじゃないかというふうに言われております．
　開腹手術はおへその下を 15 cm 位切る手術です
ね．ロボット手術と腹腔鏡手術は，お腹に穴をあけ
て，5 か所か 6 か所開けてやるという手術で，ロ
ボット手術は腹腔鏡手術の延長戦にあるといって間
違いないと思います．
　もともと，前立腺に対するラパロの手術というの
も，2000 年代初めに普及したんですが，これも非
常に侵襲が少なくて，ロボット手術でやるのと，上
手にやれば結果は同じということになるわけです．
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しかし，非常に操作が煩雑で難しくてですね，開腹
手術に比べて時間がかかって，上手く行かないと非
常に出血することになります．ということで，日本
でも 2000 年代初めに，一時期普及しかけたんです
が，ご記憶のある先生もおられるかもしれません
が，2002 年に慈恵医大青戸事件というのが起きま
して，残念ながら死亡事故が起きてしまいました．
その後，導入するには規制が非常に厳しくなったと
いう背景がございまして，逆に欧米では特に，アメ
リカでは，難し過ぎてできないということで，全然
普及しなかったという背景がございました．
　そういった中で，アメリカで発達して，出て来た
のが，このロボット手術ということになっておりま
す．ダヴィンチサージカルシステムという名前で，
2012 年から，日本でも保険適用になりまして，今，
広く使われるようになって来たということになって
おります．
　次に，このロボット支援手術というのは何かとい
う話をさせていただきます．もともと登場した背景
というのは，これは，アメリカの主導で登場して来
たわけなんですが，私も，読んだ話なんですが，
NASAによる遠隔操作ですね．ロボットアームだ
とか，遠くの場所から，いろんなものを操作する．
あと，月面のもの，地上から操作する．そういった
技術の発達，あと，直接的に関与しているのは，米
国国防総省ですね．ペンタゴンが，戦時に，戦っ
て，けがをした人を，病院から手術ができないか，
そういう発想で生まれた大量の軍事費が注ぎ込まれ
開発されたということになっております．
　それに，当然のことながら，外科の手術の腹腔鏡
の手術の出現ということで，こういったことが重
なって，技術がいろいろ投入されて，ロボット手術
が始まったということになっております．実際に開
発の始まったのは，結構最近の話で，1990 年の終
わりから 2000 年にかけて，南カリフォルニア大学
と，スタンフォード大学の工学部のラボみたいなと
ころでも，開発が始まりいくつもの技術が統括され
て，これが現在普及しているダヴィンチサージカル
システムということになっております．
　蛇足なのですが，アメリカで開発された機械なん
ですが，この中のパテントの非常に多くは，日本の
技術が使われているということで，日本もこういう
ことを本気でやれば，多分できるのではないかと思

うんですが，先ほど申し上げましたような背景から，
アメリカで登場したということになっております．
　わずか 15 年ぐらいの間に，急激に普及すること
になりまして，いろんな機種も出てまいりました．
日本でも，早くは 2000 年代の前半ぐらいから，保
険が通らないまま使い始めたところがあったわけな
んですが，2012 年に前立腺全摘術が保険に適応と
なり，一斉に増えて来ているということになってい
ます．
　昭和大学は，このダヴィンチ Si という機種が
入っております．残念ながら，実はもう今年の春に
は，もうダヴィンチXi という新しい機種も出て来
ております．
　世界的には地域別ではアメリカが当然多くて，
2000 台以上入っていて，ヨーロッパは 500 台，ア
ジアが 300 台ぐらいということになっております．
国別に見るとですね，アメリカが 2000 台ぐらい
入って最も多いのですが，日本は 4，5 年前まで 30
台ぐらいで，非常に少なかったのですが，この 2年
で急激に増えて今，日本には，190 台入っており
あっと言う間に，世界で 2番目のダヴィンチ大国に
なってしまったという現状です．世界的には，毎年
50 万人以上の患者さんが，ダヴィンチの手術を受
けている，一応，メーカーの報告では，大きなトラ
ブルは，まったく起きていないといわれています．
日本では，泌尿器科が先導して，今，使っているわ
けですが，世界的には，婦人科の方が多いと報告さ
れています．子宮を取るのに簡単に使えるというこ
とで，婦人科が先導して使っている現状があるよう
です．その次が泌尿器科，その次は一般外科，とい
う状況のようです．
　日本でも，一斉に，保険が通った後，増えて来て
います．年間，今，1万件近いロボット手術が行わ
れて，大部分が泌尿器科の前立腺全摘ということに
なっています．あと，一般外科．胃癌の方も先進医
療は一部使われているようになっているようです．
これから徐々に，保険が通れば，他の科も一斉に普
及して行くのではないかというふうに考えておりま
す．
　次に前立腺癌に対する，ロボット手術というのを
お話したいんですが，実際の昭和大学での導入も含
めて，話をさせていただきたいと思います．ダヴィ
ンチを始めるにあたっては，1人では当然できない
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ということで，チームを作るということになってお
りまして，医者，私と，五十嵐先生あと，看護師さ
ん，MEさんと，メーカーの人がいて，チーム・ダ
ヴィンチと呼んでおりましたが，このメンバーで
チームをつくりスタートしました．
　2013 年の 6 月に機械が入ったのですが，手術開
始までにトレーニングをしなければならないことに
なっております．トレーニングのステップは，非常
に固く決められておりまして，コンピュータ試験の
CBT みたいな，オンライントレーニングから始
まって，あと，機械のセッティングの仕方を憶え
る，オンサイトトレーニング．あと，自主トレとい
うのが，辛いんですが，泌尿器科では 20 時間ほど，
機械を，いろんなおもちゃみたいな器具を動かした
りして，トレーニングをしなければいけないことに
なっています．これはオペ室で機械を実際に出し
て，夜中に，1日できても 2時間ぐらいですが，く
りかえしトレーニングを行いました．あと，豚のお
腹で手術をするオフサイトトレーニングに参加．次
に，実際に，達人たちがやっている手術の見学．わ
れわれは，東京医大の先生のところに見に行きまし
た．最後に手術する，10 日ぐらい前に実際に模擬
患者さんを使って，シミュレーションを行い，初症
例に到達するという手順でした．この間に 3か月ぐ
らいかかりまして，2013 年の 9 月 30 日に，第 1例
目の手術を行いました．
　われわれは吉岡教授，東京医大におられたんです
が，今，新百合ヶ丘総合病院というところに移られ
た，ロボット手術専門で，日本ナンバー 1といわれ
ており，おそらく，500 例以上やられている先生に
来ていただいて，始めております．
　われわれは現在まで，64 例ほどやり，少し時間
はかかっておりますが，幸いなことに，大きなトラ
ブルはなく，順調にやっております．今，完投（一
人で手術が最初から最後までできる）できるのは，
私も含めて 4 人ほどになっておりまして，医局員
の，やる気を出すことも含め，できるだけ皆ができ
るように，努力しながらやっております．
　非常に特徴的なのは出血が非常に少ないというこ
とで，一応，自己血，400 ml 取っているんですが，
ほとんど使わなくても大丈夫という状況でやってお
ります．ただ，気腹圧で出血を止めているものです
から，術中ほとんど血が出なかったのに，その日の

夜中から血圧が下がって，残念ながら輸血したとい
う症例が，1例だけございました．最近は，一般的
には難しいと言われている症例にも，チャレンジし
ているということになっております．
　ダヴィンチの本体の説明をさせていただきます
と，まず本体は 3つのパーツに分かれております．
椅子に座って操作する，サージョンコンソール，あ
と実際の患者さんに接続されますペイシェントカー
ト，さらに画像のシステムみたいなのを司っている
ビジョンカート，この 3つにシステムが分かれてお
ります．
　非常に特徴的なのは，実際に，コンソールの中を
覗いていると，3Dに画像が見えて，非常にきれい
に，立体的に画像が見えるということです．
　あと，手術に使用する鉗子に関してですがラパロ
ですと，直線的な鉗子を使います．一方ダヴィンチ
では患者さんに，良く，マジックハンドみたいなも
の使います，みたいな説明をするんですが，関節が
非常に多くついているため先がくねくね曲がる，非
常に操作しやすい鉗子を使用することが特徴的で
す．
　実際に，これで，非常に楽なのは，針を，角度的
に難しい角度でも，非常に運針しやすくなります．
あとラパロで糸を縫うのは，一般的に難しいと言わ
れています．ダヴィンチを使うと，何の練習もしな
くても，お腹の中でほとんど容易に縫合可能になっ
てしまいます．
　後は，操作が，鉗子に非常に伝わりやすいという
ことが特徴と言われております．
　次に実際に，これが，前立腺全摘になぜ有利なの
か，ということを説明します．実は，ロボットは腎
臓を取るのにも，簡単に使えるわけなんですが，一
般的に，腎摘は，腹腔鏡で充分であり，ロボットは
必要ないと考えられています．一方前立腺全摘とい
うのは，膀胱，前立腺，尿道と繋がっているわけで
すが，ここで前立腺を切り取るとこの膀胱と尿道を
吻合する必要があります．
　ただ，ここで，手術の時に，いくつかポイントが
あります．まず，前立腺の表面には深陰茎背静脈，
別名，サントリーニ静脈叢っていう，非常に太い静
脈の束があり，ここから非常に出血しやすいという
こと，後は，もちろん，きちんと取るために，切除
する範囲が，きちんと確保できるということと，あ
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と，手術のあと，おしっこが漏れが少なくなるんで
すが，この尿道の括約筋をきちんと保持するってい
うのが，非常に大事ということになっております．
　あと，もう 1つ，重要なのが勃起神経です．前立
腺の両サイドに走っている神経血管束というのがご
ざいます．これは，癌の進展具合にもよりますが，
癌が小さい場合は，この神経を残して，術後，勃起
することと可能になります．もちろん，オープンの
手術も，こういった技術はあったわけなんですが，
ロボット手術をやることによって，この手技にアド
バンテージが出て来たということになっておりま
す．
　繰り返しますと，もともと手術は，非常に出血し
やすいものだったということ．あと，手術が終わっ
たあと，おしっこが漏れたりすることが多い．あと
勃起ができなくなってしまう．こういったことが，
手術の欠点だったわけです．こういった問題を改善
するのか前立腺全摘術の課題だったわけですが，こ
れが，ダヴィンチを使うことによって，クリアでき
るようになってきたということです．ここで実際の
手技をビデオでお見せします．
　これは，私が実際やっている症例です．（ビデオ
供覧）神経温存は全症例にやるわけではないんです
が，これ，何を見ているかと言うとでちょっと分か
りにくいんですが，ここは前立腺で，これが骨盤の
壁なんですね．これが，こっちに尿道があります．
この前立腺の脇に，神経血管束というのがあってそ
れを玉ねぎの皮をはぐようこうやって，神経を前立
腺から，はがしているというところであります．
　これも，もちろん開腹手術でもできないことじゃ
ないんですがダヴィンチの方が容易にできる訳で
す．
　最終的にですね，これは前立腺から，尿道の方
で，脇の方を剥離すると奥の方に，直腸前脂肪繊の
出てきます．これで神経が完全にはがれて前立腺か
ら神経血管束をはがして，これが勃起する機能を残
したということになります．
　次に前立腺の，この非常に出血しやすいサント
リーニの静脈叢の切断です．ここもバシバシ切って
るんですが，ここからすごい出血するんですが，こ
こを，無作為に容易に切断できます．
　これは気腹圧 15 mmHg ぐらいに上げると，全然
血が出ないで，処理できるということで，これもロ

ボット手術の大きなアドバンテージになっていま
す．最終的に尿道の上の血管断端を連続縫合すれば
終了になります．
　最後に，膀胱と尿道の吻合の部分ですが前立腺が
なくなり膀胱に穴が開いた部分と尿道を縫合しま
す．この操作も開放手術で行って非常に，分かりづ
らく，いい加減に運針する部分もあるんですが，ロ
ボット手術だと非常にはっきり運針できるというこ
とで，膀胱と尿道の吻合も，非常にやりやすいとい
うことで，尿失禁の早期回復に繋がるというような
ことが言われております．
　ということで，ロボット手術にはアドバンテージ
として少ない出血と，術後の尿禁制，勃起機能の回
復が有利といわれておりアメリカでは，8割ぐらい
の前立腺全摘がロボット手術で行われているという
ことになっていまして，日本でも将来的にはそうな
るんじゃないかというふうに言われております．
　以上，長くなって申し訳ありませんでした．昭和
大学のダヴィンチ導入も含めて，…ロボット手術に
ついて，紹介させていただきました．以上です．ご
静聴ありがとうございました．
○一同　（拍手）
○小川　深貝先生，ありがとうございました．せっ
かくですので，どなたかご質問ある方，いらっしゃ
いますでしょうか．はい，大塚先生．
○大塚　深貝先生，素晴らしいご発表ありがとうご
ざいました．2点程お聞きしたいのですが，1点目
は基礎的なところですが，前立腺癌が増えていると
いうお話をされておりましたが，その原因について
教えていただければと思います．続いて 2点目は，
現在ダヴィンチをおやりになられていて，Advantage
は理解できるのですが，実際にこのような点は怖い
などDisadvantage を教えていただけますでしょう
か．
○深貝　はい．まず，前立腺癌が増えている理由な
んですが，これは，欧米型の癌と言うことで，乳癌
と一緒で，1つの理由は，本当に，ライフパターン，
もともと白人とかに多かったように，西洋型のライ
フスタイル，要するに，多く言われているのは，脂
肪の接種の多過ぎだとか，そういうことが言われて
いるんですが，現実的に，そういう生活習慣が変
わったということで，前立腺癌自体が増えていると
いうことが 1つと，あと，もう 1つ，これは，世界
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的に言われているのは，診断技術が発達，前立腺癌
の場合は，特に PSAというのが出て来て，非常に
早期から，前立腺癌が発見できるようになったとい
うことで，そういったようなことが重なって，非常
に増えて来ているというのが現状ということになっ
ております．
　あと，ダヴィンチの手術なんですが，私は，腹腔
鏡の手術ももちろんやってて，腎摘とかやってたん
ですが，前立腺癌に関しては，非常に難しくてでき
なかったんですが，ダヴィンチを使うようになった
ら，これが現実的にできるようになってということ
は，非常に，内視鏡の手術の裾野が広がるという意
味で，先生方みたいに達人じゃなくてもできるよう
になる手術ということで，私は非常に買っておりま
す．
　ただ，やっている時にですね，具体的なことを言
うと，さっき言ったように，気腹圧を使っているの
で，術中，もう全然出血してないように見えても，
最後，これはラパロでも一緒だと思うんですけど，
圧を下げて，出血は確認してるんですが，術中出血
100 ぐらいだったのに，術後いっぱい出ちゃった，
みたいな話があったのが，それは 1つ怖かったなっ
ていう話と，あと，やっている最中ですね，何て言
うんですかね，視野の中にのめり込んで行くってい
うかですね，何かこう，非常に立体的に見えてい
て，そこの部分だけ見えていて，非常に，きちんと
操作していたつもりなんですけど，全然関係ないと
ころで，他のアームが変なところに当たってて全然
違うところから，骨盤壁からすごい血が出ていたり
とかですね，そういったようなことが，何回か経験
がございました．やっぱりダヴィンチの方が，触覚
が全くない分，そういったことが多いと思いますの
で，普段から頭の中で，手先の部分だけじゃなく
て，その全体の，アームがどこにあるかっていうの
は，感覚的に分かるようになっていないと，操作が
難しいっていう点が，普通のラパロと違うところか
なと，思っています．
○大塚　はい，ありがとうございました．
○小川　はい，ありがとうございます．他によろし
いですか．ダヴィンチが入る前，うちでは，前立腺
全摘術が，非常に減ったのですが，これで持ち直し
ています．また，今，腎の部分切除術も先進医療と
して臨床試験審査委員会で承諾を受けましてこれか

らスタートします．それでは，深貝先生に感謝の盾
を贈呈いたします．
（記念盾贈呈）

2．食道癌に対する完全鏡視下手術
大塚　耕司

昭和大学医学部外科学講座 
（消化器・一般外科学部門）

○小川　はい，それでは，第二席です．次は，消化
器系でございまして，食道癌に対する完全鏡視下手
術．外科学講座，消化器一般外科部門の講師の，大
塚耕司先生にお話をいただきます．簡単に，大塚先
生をご紹介いたします．
　大塚先生は 1995 年に昭和大学を卒業されまして
直ちに外科に入局されました．その後，2002 年に
Cedars Sinai Medical Center，Minimally Invasive 
Surgery，Los Angeles にご留学され，帰国．そし
て，昭和大学の助教を経まして，2013 年に講師，
医局長になりました．今外科学講座で中心的に実践
でやられている先生でございます．それでは，先
生，お願いいたします．
○大塚　小川先生，ありがとうございました．で
は，食道癌に対する胸腔鏡下食道亜全摘術につい
て，お話をさせていただきます．昭和大学消化器一
般外科の大塚です．よろしくお願いいたします．
　食道癌に対する治療ですけども，このような治療
があるのは，皆さんご存知かと思います．内視鏡治
療としての EMR，ESD，たとえば，こちらのスラ
イドにおける若干白みがかったところ，不染域の箇
所が食道癌になりますけれども，この病変に対して
ESDでは，すべての部位を全周性に切除いたしま
す．このような処置が，内視鏡治療で可能となって
おります．もしくは，抗癌剤治療，放射線，抗癌剤
と放射線療法，手術が挙げられるかと思います．
　今回，お話させていただくのは，手術についてで
す．以前はこのように大きな傷で行われていたの
が，実際かと思います．このような傷ですと，患者
さんにとっても，非常に過大侵襲になり，命をも脅
かし，さらには治療に携わる外科医にとっても，術
後管理など非常にQOLの悪い手術でした．
　これは，昨年NCDデータを用いた緊急結果とし
て，提示されたものですが，7術式の症例数と，手
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術死亡率が提示されております．食道癌に関して，
肝切と同じように，全体死亡率，3％と非常に高率
になっております．鏡視下手術を行うことにより高
くなるわけではなく，全体的にも 3％という高い死
亡率の手技となっております．そのため，そのよう
な高い死亡率の中，求められることはいかに患者さ
んにとって優しい手術になるか，ということかと思
います．
　胸腔鏡下食道亜全摘出の歴史について，お話させ
ていただきますが，胸腔鏡下食道亜全摘出の歴史を
お話させていただく前に，その礎になった手技は，
1990 年，本日お越しいただいております山川先生
が，日本で最初の腹腔鏡下胆嚢摘出術を行ってい
らっしゃいます．この手術をもとに，そこから良性
疾患から，進行癌まで多くの手術で行われるに至っ
ております．
　当科では，1991 年に胆石症に対して腹腔鏡下手
術を初めて行っております．世界では，食道癌に対
しては，1993 年に胸腔鏡下食道亜全摘出が施行さ
れております．1994 年に，日本では川原先生が，
当病院では村上教授が 1996 年より始められており
ます．しかしながら，この時代の胸腔鏡下食道癌手
術の主流は，10 cm程の小開胸の傷を開けて，追加
でポートを挿入することが，胸腔鏡下手術という形
で行われております．そして，対側 two monitor と
言いまして，術者が見るモニターと，助手が見るモ
ニターが倒立像になっており，あたかも開胸手術を
行っている手技という視野が主流でした．
　そのような中，1996 年より村上教授は，現在多
くの施設が，このような形で行っておりますが，頭
側 one monitor というポジションを日本で初めて行
われました．現在，年間 80 例ほど，合計 700 例以
上の手術を施行しており，国内最多となっておりま
す．そして，鏡視下手術率は 100％となっておりま
す．
　ポート配置は，一番初期は 15 mmが 4 つ，そし
て 7 mmのポートによる完全鏡視下手術でした．先
ほど提示した小開胸という皮切はおいておりませ
ん．
　そして，途中でマイナーチェンジして，7 mmが
5 mmになったという時代もありました．これは以
前の動画になります．見てお分かりになるかと思い
ますけれども，本当に出血により視野が悪いのが分

かるかと思います．左反回神経周囲リンパ節の郭清
になりますが，左反回神経は現在白く引っ張られて
いるのが，反回神経になります．
　また，ここは横隔膜になりますが，横隔膜を乗り
越え，下縦隔，腹部食道のところの視野が悪いた
め，チェリーダイセクターにて横隔膜を下に押すこ
とにより視野を展開している状況になります．手術
では片肺換気が普通ですが，片肺換気がなかなか上
手く決まらないと，肺が広がってしまい，このよう
に狭いスペースで手技を行い，非常にリスキーなと
ころもありました．
　これは 2009 年に，私が内視鏡外科学会で発表を
させていただいたスライドを，引用させていただき
ますけども，ここに腫瘍がある時に，ここのカメラ
だと横隔膜があって見えない部分を，チェリーダイ
セクターを用いることによって，非常に良好な視野
を得たということを，発表させていただきまして，
非常に皆さんからご評価をいただきました．
　しかしながら，やはり技術的に難しく，助手にも
高度な技術を要するということで，なかなか世の中
には広まらなかったのが，現状でした．2007 年に，
海外で行われていた腹臥位手技を，本邦で初めて藤
田保健衛生大学の宇山先生がご発表され，その後，
日本でも鏡視下食道癌手術の症例数が増えてまいり
ました．
　当科でも，2010 年に，この腹臥位手術を，村上教
授，私と五藤も行わせていただきましたが，われわ
れが施行していた従来法と比較しても，郭清度が下
がり，有用性を感じませんでした．しかしながら，
腹臥位において使われている，人工気胸について目
をつけ，人工気胸併用ということで，左側臥位のま
ま用いて，今に至っております．2012 年にはハイ
ビジョンカメラ，2014 年には日本最多の 700 例の
VATS-E を経験しております．
　現在は，このようにハイビジョンカメラを用い
て，ORシステムのもと行っております．画面も非
常にクリアになり，ポートは，12 mmが 2つ，5 mm
が 3つという，小さな傷で行うことができておりま
す．
　こちらが先ほどお話しました横隔膜が，人工気胸
がないと，このように視野の妨げになっておりま
す．人工気胸というのは，この胸の中に，炭酸ガス
を注入して，8 cmH2O の炭酸ガスで満たすことに
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よって，その視野を劇的に変える手技です．人工気
胸によりこの横隔膜が下に下がり，非常に良好な視
野を得ることができております．
　気胸併用左側伏臥位完全胸腔鏡下食道亜全摘出に
おける利点としては，助手の負担，出血量減少，下
縦隔展開，手術時間短縮ということが挙げられるか
と思います．人工気胸によりワーキングスペースの
開大，通常の吸引器を用いると人工気胸の炭酸ガス
が漏れてしまうということで，昭和大式のフレキシ
ブル吸引管というものを作り大いに活用しておりま
す．
　人工気胸の有無による検討を行いましたが，人工
気胸なし，人工気胸ありの手技を比較すると，胸腔
内操作時間は 40 分ほど短く，出血量も 3分の 1 ぐ
らいに減少，入院期間も 9日程減少ということで，
すべて有意差を持って良好な成績を得ることができ
ております．
　当科における最近の工夫としては，いかにきれい
に郭清するか，ということは，当然のことながら，
いかに合併症を減らす手術ができるか，ということ
に，重点を置いております．先ほどの人工気胸につ
いてもそうです．後ほど，若干ご説明させていただ
きますが，左反回神経手技の膜の温存，神経損傷を
予防するためにモニタリングしたらどうなのか，血
流チェック，術中麻酔管理の工夫などさまざまな工
夫があります．さらに，術後の不要な挿入物の排除
や細径化など，さまざまな点で，工夫をさせていた
だきました．
　これは，カウンタークロックワイズテクニックと
言いまして，反回神経を中心として腹側に存在する
リンパ節を反時計回りに剥離し，神経損傷を起こさ
ないように郭清するという方法を取り入れておりま
す．このように，拡大視効果を利用して，微細解剖
を意識した手技に変化しております．ですので，こ
の反回神経に膜が 1枚，2枚つくような形で，手技
を行うことが可能となっております．
　手技の実際を提示いたします．細かい血管を，
ショートピッチで，安全に，切離を進めておりま
す．切離には超音波凝固切開装置を用いておりま
す．先ほどの視野と比べても，ハイビジョンにより
いかに視野が良くなったかが分かるかと思います．
また，人工気胸を行うことによって，出血が抑えら
れる．それは先ほども，深貝先生もおっしゃってお

りましたけれども，圧をかけると出血が抑えられ
る．それが，やはり，大きな要因だったかと思いま
す．
　こちらの手技は腹側に存在するリンパ節を，背側
側に持って来ております．白く見えているのが，反
回神経になります．これが交感神経心臓枝になりま
す．こちらが，気管になります．このように気管，神
経，大動脈弓など重要な臓器が隣接しております．
　そのような手技の中で，反回神経に膜が付着して
いるのが，お分かりになるかと思いますが，膜を残
すことにより反回神経が単独で引っ張られずに，反
回神経の損傷を予防しようという手技となっており
ます．
　これが，反回神経周囲リンパ節郭清が終わったと
ころになります．
　続きまして，食道癌手術は，右肺が邪魔をするこ
とにより食道が見えないので，左の肺だけで呼吸し
てもらう片肺換気麻酔を行います．ところが，人工
気胸を用い，さらに人工気胸の装置も工夫したとこ
ろ，両肺換気下に，良好な視野で手技が行うことが
可能となっております．
　食道癌の合併症は，肺炎，無気肺，反回神経麻
痺，縫合不全，出血，乳び胸などがあります．術後
合併症で，2004 年の発表スライドでは，私はこの
ような形で，縫合不全 6％，嗄声は 7.4％，肺炎に
関しては 11％というような発表をさせていただい
ておりました．手技の工夫だけではなく，そのよう
な合併症を減らすためにはどうするかというと，周
術期におけるチーム医療の実践が必要かと思いま
す．たとえば，手術室においても，医師だけではな
く，看護師を含めた教育と連携が，病棟において
も，医師，看護師，薬剤師の教育と連携が，非常に
大切だと思っております．そのため，手術以外にも
術前，術後を含めた周術期管理が，やはり大切であ
ると考えております．
　そのため，2009 年に直接介助をする看護師用に
手術手技マニュアルを作成し，一緒の解剖理解をし
てもらっております．また，病棟においても，チー
ム連携として毎朝，医師，看護師，薬剤師のカン
ファレンスを行い，情報共有しております．さら
に，2年前より歯科との連携により，食道癌患者さ
んに対して，術前に，歯周病から齲歯の治療を行っ
ていただき，肺炎予防を行っております．
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　これはNCDのデータですけれども，すべての施
設のデータと，自分たちの施設を比較することがで
きるということで，2011 年の 1 月から，2013 年の
12 月 31 日までの 3年間を比較したデータが，こち
らにございます．当科のデータがこちらになりま
す．たとえば，このように例を挙げますと，縫合不
全に関しましては，1.2％，これが当科になります．
全国平均は 12.4％と，10 分の 1となっております．
ここに肺炎がありますけれども，肺炎は残念なが
ら，非常に不満が残るところで，当科は 7.4％と
なっており，全国平均の 2分の 1程度になっており
ます．
　これは手術データですが，胸部操作は 197 分．出
血量は 62 g．リンパ節個数も，特に問題ありませ
ん．こちらは，5年間の手術データです．合併症で
も，他施設と比較しても明らかに少ない合併症率と
なっております．
　Overall Survival では，3 年生存率，5 年生存率
とも，開胸手術と比べて，何ら遜色のないデータと
なっております．こちらは当科の現状ですが，2015
年の「良い病院」では，昭和大学は 81 例で，全国
ランキングでは 9位ではありますが，胸腔鏡下手術
は 81 例．つまり 81 例中 81 例，100％胸腔鏡下手術
にて行っておりますので，これまで 1位だったので
すが，昨年度は症例数では 2位に甘んじております
ので，また 1位になるべく，巻き返しを図りたいと
思っております．
　現在までに，見学および手術支援を行わせていた
だいた施設は，このように多くの施設の方を，支援
をさせていただいたりしております．また，海外か
らも多くの先生方がいらしております．また，われ
われの手術を学ぶという意味で，Team VATS-E と
して，昨年は，熱海で泊りがけで，宴会後に，夜中
の 2時ぐらいまで，ビデオを見ながら，皆でディス
カッションをして，われわれの手技，または，いろ
んな多くの先生方の手技を，ビデオを持ち寄って，
ディスカッションするという会も開催しておりま
す．こちらは，村上教授が，エジプトでのご講演の
様子，昨年度は，村上教授が教育講演等ございまし
たので，代わりに，私が中国に行かせていただき，
発表と，live surgery を行わせていただきました．
　このように，今後の展望として，現在日本内視鏡
外科学会技術認定医，食道悪性領域では，日本の中

に 25 名ほどいらっしゃいます．当科においては，
村上教授，私，五藤と，3名在籍しております．そ
して，現在，若手医師の教育を行っております．当
科の胸腔鏡下食道癌手術は，周術期管理をさらに追
究し，肺炎を，とにかくゼロにしたいという思いの
中，手技の追求を行っております．そのように，安
全な食道癌手術の実践，そして，昭和大学の手術が
さらに世の中に広まることが，われわれの目標であ
ります．そして，それはすべてが，結局は，患者さ
んのためになるという考えのもと行っております．
　以上となります，ご静聴ありがとうございました．
○一同　（拍手）
○小川　大塚先生，大変素晴らしい講演をありがと
うございました．村上先生を中心とした，先生方の
食道癌の治療チームが，非常に素晴らしい業績を上
げて，さらに伸びて行くことが，伺えました．せっ
かくですから，どなたか質問ございますでしょうか．
　私から一つよろしいですか．感想になるかもしれ
ませんが，私たちも，前立腺術の時に，ダヴィンチ
導入する前には，ミニマム創という小さい創で，内
視鏡入れながらやっておりました．その際，どうし
ても微少出血があって，神経の走行がはっきりしな
くなって神経温存がなかなかしにくいことがありま
した．大塚先生の，先ほどの素晴らしい人工気胸で
すよね．それを行うとほとんど，出血がなく視野が
非常にきれいで，これだったら神経が安全に温存さ
れるなと安心できますね．逆に，人工気胸を行うと
きにちょっと困るようなことや副作用が起きると
か，そういうことはまったく心配ないんですか．
○大塚　確かに，おっしゃるとおり，われわれも人
工気胸取り入れる前は，たとえば，左側の胸が，縦
隔胸膜が開いた場合には，緊張性気胸になって危な
いのではないか，ということを懸念していたのが，
実際には人工気胸を行っても，特に問題なく，ある
としたら皮下気腫ぐらいかとは思います．
○小川　ありがとうございました．他に，せっかく
ですから，どなたか，よろしいですか．はい．それ
では記念楯を贈呈します．
（記念盾贈呈）
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3．肝・膵疾患に対する手術支援と鏡視下手術
青木　武士

昭和大学医学部外科学講座 
（消化器・一般外科学部門）

○小川　続きまして，第 3題目です．こちらも外科
講座消化器一般外科部門の准教授の青木武士先生に
「肝・膵疾患に対する手術支援と鏡視下手術」とい
う演題でご講演をいただきたいと思います．
　青木先生はもうもちろん皆さんもご存じのとおり
でございますが，1993 年 3 月に本学の医学部をご
卒業，その後外科に入局されまして，2009 年 8 月
から 3 年間先ほどの大塚先生と一緒で，シーダー
ス・サイナイ・メディカルセンターにリサーチフェ
ローとして，人工肝臓臓器再生医療のために留学さ
れ研鑚されました．その後大学に戻りまして，講
師，2011 年 4 月から准教授となられてご活躍でご
ざいます．
　それでは，青木先生，またいつものように元気に
お願いします．
○青木　腹腔鏡下肝切除は 2010 年 4 月から部分切
除と外側区域切除がともに保険収載されて以来，多
くの施設で広く施行されているが，腹腔鏡下手術は
開腹手術と比較し近接視・拡大視効果により，繊細
な構造物の認識が良好である反面，腹腔鏡による観
察可能な範囲は限られている．術者は視覚的にも手
技的にも制限された状態で操作を行うため，臓器内
部情報や周辺解剖の同定が煩雑となることから，開
腹手術と同等の手術を施行するためには，腹腔鏡下
手術の利点を生かしつつ，欠点を補う工夫が必要で
ある．とくに非解剖学的切除では，腫瘍の位置や周
囲脈管との関係に戸惑うことが少なくなく，時とし
て思わぬ出血にみまわれたり，腫瘍を露出させる危
険性がある．また，たとえ部分切除であっても術前
のシミュレーションを怠らず，術中エコーを駆使
し，目標となる肝内脈管の同定やサージカルマージ
ンの確保に努めることが重要である．さらに背景肝
や腫瘍の位置に応じたアプローチ法を工夫すること
で，より安全かつ確実な切除が可能となる．
　術前評価としてのシミュレーションの実際とその
重要性
　腹腔鏡下肝切除において，腫瘍と脈管との立体的
な位置関係を術前に詳細に把握することが重要であ

る．特に部分切除は非解剖学区的切除になることが
多く，腫瘍が大きい場合や背景肝が肝硬変の場合な
どの症例では，機能的残肝容積を積極的に把握する
ことが必要である．よって術前に腹腔鏡下手術を模
した 3次元視覚化疑似体験シミュレーションにて術
者や手術に参加する者が肝内ランドマークや脈管の
破格を必ず確認しておく．
　術前シミュレーション
　3Dナビゲーション作成には，3D画像解析ワーク
ステーション“SYNAPSE VINCENT”（富士フィル
ム社製）を用いた（図 1）．SYNAPSE VINCENTの
特徴は，富士フィルム社独自の画像処理技術（Image 
IntelligenceTM）により CTやMRI 画像から肝臓を
はじめ臓器や血管などの 3次元画像が簡便，かつ高
速に自動抽出される．手作業による脈管の描出も可
能であり，作業時間はかかるが，肝内脈管構造を理
解する上で重要な作業である．
　教室では，術前シミュレーションの手順とし
て，術前肝ダイナミック CTを撮像後，SYNAPSE 
VINCENT に DICOM data を転送し，腹腔鏡の視
点に立った 3Dナビゲーション画像を作成する．
　教室において，ルーチンに施行している術前シ
ミュレーションの基本工程を示す．
　①CTデーターの読み込み
　② 3Dビューアを用いて 3相のMDCT画像から
動脈系，門脈系，静脈系の脈管をそれぞれ抽

図 1　腹腔鏡下手術の視点で作成した3Dシミュレーション
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出．腫瘍，各臓器を含め三次元パーツを作成．
　③各々のパーツの重ね合わせ，フュージョンVR

画像の作成
　④適切な体位，ポート位置の決定
　⑤仮想内視鏡（仮想腹腔鏡）画像の作成
　⑥得られた画像データーに基づく術式の検討
　各々作成したパーツを重ねあわせ，フュージョン
VR画像を作成する．術者がイメージしやすいよう
にあらゆる角度から，自由に解剖学的立体構造を把
握し理解することができる．
　仮想腹腔鏡画像
　著者らの施行している画像解析ワークステーショ
ン“SYNAPSE VINCENT”（富士フイルム社製）を
用いた術前シミュレーションは，Volume Rendering
（VR）画像における 3次元の任意の視点から，任意
の方向への視野を仮想内視鏡の機能を用い，遠近法
を使って再処理した画像である．手術手順を想定し
た任意の部位から腹腔鏡の視点に立った仮想画像を
作成することで，より術中のビデオ画像に近い腹腔
内観察が可能となり，より詳しい局所解剖の理解が
得られる（図 1）．
　体位やポート位置の決定
　手術体位は仰臥位頭高位とし，右肝の脱転操作が
必要な場合は左側臥位としている．
　シミュレーションは体位決定やポート位置の決定
にも有用である．作成したVR画像内でさまざまな
角度から腫瘍と各臓器の位置関係を把握．手術に適
切な体位を決定し，再現可能なように体位の傾き角
度を計測する．また，目標臓器とポート挿入部の距
離と角度を計測し，理想的なポート位置を決定す
る．われわれは過去の文献にならい理想的なポート
挿入位置を以下のように考えている．操作部位に対
して術者の右手，左手のポート挿入部の間に作る角
度 60°～ 120°とすること，操作部位からの距離を
鉗子用ポートあれば 15 cm 程度，スコープ用ポー
トであれば 20 cm 程度とることで手術操作が容易
となる．また操作部位に対するポート間の角度を
30°以上とすることで鉗子やスコープ同士の干渉を
最小限にすることが可能になると考えている．
　術中シミュレーション・ナビゲーションの実際と
その有用性
　シミュレーション画像の術中への応用
　作成したシミュレーション画像（VR画像＋仮想

内視鏡画像）をDICOMデーターで iPad に転送し，
iPad と手術専用モニターをケーブルで接続し，手
術モニターと並列して表示することで，術中参照画
像として手術野と比較しながら手術をすすめること
ができる．DICOMビューアとしての iPad はタッ
チパネルで見たい箇所の拡大・縮小や移動が容易な
ため，手術に必要な局所解剖を明瞭に呈示できる
（図 2）．
　Virtual CT を用いたナビゲーション手術
　従来より開腹肝切除術において，肝局所解剖や
Landmark の確認・至適な解剖学的切除ラインの決
定に際し術中超音波（IOUS）が極めて有用な術中
Navigation Systemとして確立されてきた．一方1990
年代より肝部分切除術からはじまった鏡視下肝切除
術は葉切除・区域切除へと適応拡大が進み，今後肝
切除術は開腹手術から鏡視下手術へと大きく移行す

図 2　シミュレーション画像の術中への応用
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ることが予想される．体壁破壊を最小限とし手術侵
襲が軽減される鏡視下手術は，拡大視効果等の利点
を有する一方，手術視野が限定され且つ IOUS から
得られる情報は開腹手術におけるそれと比し十分と
はいえない．教室では鏡視下肝切除術における自由
度の制限を補完し安全な手術を施行することを目的
に，超音波Volume Navigation 機能を応用した術中
Navigation Systemを構築した．GPS 機能搭載超音
波装置（LOGIQ E9：GE Health Care）を使用．リ
ファレンスセンサー（OmniTRAX：CIVCO）を患者
前胸部に貼布し術前 3 phase thin slice CT を撮像，
画像ワークステーション（Ziostation 2：ザイオソフ
ト）にて画像解析後CT volume data として超音波
装置に登録した．手術中，超音波装置の磁場環境下
患者前胸部にリファレンスセンサーを再度貼布，鏡
視下手術器具にポジションセンサー（VirtuTRAX：
GE Health Care）を装着し，画像専用モニター上
に供覧したCT volume data 上に手術器具先端位置
情報をリアルタイムに表示した．患者体幹背側に設
置された磁場発生装置は，標的臓器である肝臓およ
び Landmark を追跡するための十分な捕捉領域を
提供するとともに，手術台のローテーションによる
位置情報の変化を防止した．またリファレンスセン
サーを用いることで自動的にCT volume data の位
置合わせが行われ，施行者の技量に左右されない正
確な位置情報を得ることが可能となった．ポジショ

ンセンサーが装着された手術器具の先端位置情報
は，CT volume data 上の Needle in plane 像に表
示され，Landmark との位置関係・肝臓仮想離断面
に出現する局所解剖の理解に有用であった．さらに
超音波で同定困難な病変は，US volume data と同
期され病変が描出された CT/MRI volume data を
参照することで同定・切除可能となった（図 3）．
　新たな手術支援
　われわれは，肝切除において ICG 蛍光法を用い
て肝腫瘍の同定や肝区域の染色が可能であることを
報告してきた．教室では腹腔鏡下 ICG 蛍光法の手
術支援機器として，PINPOINT endoscopic fluores-
cence imaging system（NOVADAQ社）を導入し
ている（図 4）．本機器の特徴は白黒の蛍光画像とハ
イビジョンの画像イメージを重ね合わせる（overlay）
することにより，周辺組織との識別がより鮮明な画
像を得ることができる．また，カメラヘッド上の
display ボタンによって各画像の切り替えが可能で
あり操作も簡便である．腫瘍はハイビジョン画像上
に緑色調に描出され，肝離断においても，蛍光画像
を確認しながら切離をすすめることが可能であり，
切除margin の確保にも有用である．また，術前画
像診断や術中超音波では同定されない微小結節が描
出されることもあり，ICG蛍光法を腹腔鏡下肝切除
に応用することでその欠点を補うことができる可能
性がある．肝表面に近い腫瘍しか描出できない点

図 4　腹腔鏡下手術専用 ICG蛍光法図 3　Virtual CT を用いた手術支援
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や，肝癌診断における特異度が十分ではない点が今
後の課題ではあるが，ICG蛍光法は安全かつ簡便に
施行可能であり，腹腔鏡下手術においても今後の発
展が期待される．
○小川　青木先生，普段通りのパワフルな性格で，
パワフルなプレゼンテーション，とても感動いたし
ました．3Dプリンターは実際に全例やっているん
ですか．それから ICG は昔から使われていると思
うんですけど，それも非常にうまく応用されている
と思います．せっかくの機会ですから，どなたがご
質問等ございますでしょうか．はい，宮崎先生．
○宮崎　生化学の宮崎です．ICGはなぜ腫瘍のとこ
ろにとどまって，正常の組織にはとどまらないので
すか．
○青木　肝細胞癌には胆汁うっ滞様の組織像が見ら
れます．先生ご存知のように ICG が肝細胞に取り
込まれますと，胆汁中に分泌されます．胆汁がうっ
滞しているような状況がありますと，腫瘍の中にと
どまると．そういうようなセオリーではないかと
思っております．
○宮崎　私は富士吉田で 1年生を教育しているので
すが，今のお話を 1年生にしていただけると，解剖
を勉強するモチベーションも上がると思います。ぜ
ひ 1年生のモチベーションを刺激する意味でご協力
をよろしくお願いします．
○青木　こちらこそ先生，ありがとうございます．
○小川　そうですね，私も教育委員長の立場から，
今日はドクターいっぱいいるんですけど，学生にも
ほんとはもっとアナウンスしてたくさん来てもらい
インパクトのある画像や動画を見せたかったです
ね．ぜひ，また別な機会作ってやればいいと思いま
す．他にどなたかいらっしゃいますでしょうか．そ
れでは先生どうもありがとうございました．ますま
すのご発展をお祈りいたします．
（記念盾贈呈）

4．低侵襲大動脈弁治療： 
経カテーテル大動脈弁植え込み術

長 沼 　亨
新東京病院心臓内科

○村上　後半の 3題，司会を担当させていただきま
す．それでは次の演題になりますが，「低侵襲大動

脈弁治療：経カテーテル大動脈弁植え込み術」，い
わゆるTAVI（タビ）についてです．新東京病院心
臓内科の長沼亨先生の簡単なご略歴を紹介させてい
ただきます．先生は 2004 年に山口大学をご卒業さ
れ，そのまま大学には残らないで，広島市立安佐市
民病院で研修されました．2009 年から新東京病院
にいらして，2012 年からイタリアの Interventional 
Cardiology Unit, San Raffaele Scientific Institute に
2 年間ご留学されています．留学から戻られてから
は，新東京病院でTAVI を含めた最先端のカテー
テル治療法について担当されています．TAVI は外
科手術ではありませんが，新しい種類の治療法です
ので，私はそういう意味で低侵襲性手術という意味
合いで考えております．それではよろしくお願いい
たします．
○長沼　本日はお招きいただきまして，本当にあり
がとうございます．パワフルな外科の先生の後に，
内科の若輩者の私がプレゼンさせていただくので大
変恐縮しております．今日は，循環器の領域で，現
在日本でも徐々に広まりつつある，TAVI（タビ）
と呼ばれる治療法についてご紹介させていただきま
す．TAVI というのはTranscatheter Aortic Valve 
Implantation の頭文字をとった略語で，日本語では
「経カテーテル大動脈弁植え込み術」と呼ばれます．
ただ日本語だと長くて言いにくいので，皆TAVI（タ
ビ）と呼んでいます．インターネットでも，「TAVI」
と検索するとたくさんヒットします．TAVI の最後
のアルファベットの「I」は Implantation の頭文字
なのですが，アメリカでは Replacement が使われ，
TAVRと呼ばれています．
　私は現在 35 歳，医師になって 12 年目でまだまだ
若輩者ですが，先ほどご紹介にありました通り，イ
タリアのミラノにいらっしゃるAntonio Colombo
という循環器の世界では有名な先生の下で 2年間勉
強させていただきました．（＊スライドの写真を示
して）Colombo 先生が勤務されている病院は 2 つ
あるのですが，こちらが Columbus 病院と言って，
以前は何とアルファロメオの会長の家だったそうで
す．今日は会場には循環器以外の科の先生が多いと
思いますので，まず Colombo 先生について簡単に
ご紹介させていただきます．冠動脈（心臓を栄養す
る血管）にステントを留置するカテーテル治療を
PCI と呼びますが，この際にアスピリンなどの抗血
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小板薬が必要となります．外科系の先生方は術前に
抗血小板薬を休薬して良いかどうか，循環器科にコ
ンサルトされることがあると思います．外科の先生
にとっては悩みの種かもしれませんが，冠動脈ステ
ント治療に抗血小板薬が有効だと言ったのがこの
Antonio Colombo 先生なのです．
　それからわれわれ循環器医が PCI を行う際に，
血管の中を詳細に観察できる血管内エコー（IVUS）
と呼ばれる機械を世に広めたのも，さらにステント
を留置した後に追加でバルン拡張する（後拡張と呼
ばれる）ことの有用性を見つけたのも，それから複
雑な病変に対して，冠動脈バイパス術ではなく PCI
を積極的に行ってきたのも Colombo 先生です．最
近では，今日の題目である大動脈弁狭窄症などSHD
（Structural Heart Disease），日本語で言うと「構
造的心疾患」，に対するカテーテル治療についても
尽力されておられます．
　循環器の領域で，心筋梗塞とか狭心症といった血
管の病気に対する治療についてはもうおおよそ話が
成熟してしまいました．最近では，それ以外の非冠
動脈疾患つまり SHDに対する低侵襲カテーテル治
療が話題となっています．従来は心臓外科の先生が
開胸して手術をされていたのですが，最近はわれわ
れ内科でもカテーテルで治療できるようになってき
たのです．
　今日はTAVI の講演ですが，少し前置きで心臓
の解剖についてお話させていただきます．先生方ご
存知の通り，大動脈弁は左心室と大動脈の間にあり，
これが機能異常を起こすと具合が悪くなります．（＊
スライドで大動脈弁の写真を示して），この左側の
写真が軽症で，右側が重症の大動脈弁狭窄でして，
弁が石灰化などで硬化して開放が悪くなると「狭
窄」と診断されます．弁膜症には 2種類あり，硬く
なって開きが悪くなる場合を「狭窄」，血液が反対
方向に吹いてしまうと「逆流」と呼ばれます．つま
り大動脈弁がカチカチになって開かなくなる病気が
大動脈弁狭窄症なのです．大動脈弁狭窄症の有病率
は，日本では 65 歳以上の方ではおおよそ 2～ 3％
と言われています．大動脈弁は 3尖で構成されてい
ますが，生まれつき 2尖の方もいらっしゃいます．
　原因ですが，主には加齢に伴って石灰化が沈着
し，大動脈弁の開きが悪くなります．自覚症状が出
現したら注意が必要です．症状には，いわゆる狭心

痛（胸が痛い），失神（意識を失う），息切れ，めま
い，ふらつき，動悸，浮腫といったものがありま
す．まずは聴診器で収縮期雑音を聴取して疑い，心
エコー図検査で診断をつけます．（＊スライドを供
覧して）こういったエコーの指標を用いて大動脈弁
狭窄症のグレードをつけています．無症状で中等度
以下の場合には，たとえば半年～ 1年に 1度の心エ
コーフォローとすることもあります．重症であれば
何らかの追加検査や治療を検討しなければなりませ
ん．基本的には有症状であれば侵襲的な治療を検討
する必要がありますが，（＊スライドの Kaplan 
Meier curve を示して）ただ，無症状であっても放
置しておくと予後が悪いという報告もあります．症
状が出てくるとまずいわけで，患者さんに，あなた
の 2年後の生存率は 50％ですよと，説明すること
もあります．
　「あなたは弁膜症ですよ」と説明しても，ピンと
こない患者さんもいらっしゃり，やっぱり「癌です
よ」と言われたほうが患者さんにとってはインパク
トがあるようです．これはよくわれわれが使うスラ
イド（重症大動脈弁狭窄，前立腺癌，肺癌などの予
後を比較したグラフ）です．患者さんに説明する時
に，重症の大動脈弁狭窄というのは，患者さんがイ
メージされている○○癌というのと，同等もしくは
それ以上インパクトがあって，放っておいたら危な
いですよと説明しています．
　それから治療法ですが，お薬で治りませんかとよ
く質問されるのですが，基本的に大動脈弁狭窄に有
効な治療薬はありません．細かいことを言えば，ス
タチン系と呼ばれるコレステロールを下げるお薬が
大動脈弁の硬化を遅らせるというデータがありま
す．また適切な糖尿病の治療により弁の硬化が抑え
られるという話はなくはないですが，薬物治療した
からといって，大動脈弁の狭窄がきれいに溶けて開
きが良くなる，そういったことはありません．
　（＊スライドのKaplan Meier curve を示して）有
症候であっても無症候であっても外科的大動脈弁置
換術（surgical aortic valve replacement ＝ sAVR）
が予後を改善することを示したデータです．高齢化
が進んでいる日本でも大動脈弁狭窄症に対するsAVR
は増加傾向にあります．ただし，これまでのデータ
では少なくともだいたい 4割程度の患者さんが，高
齢であったり，腎機能や呼吸機能が悪いといった何
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らかの併存症のために，sAVRを施行できていませ
んでした．そこで，そのようなハイリスクの患者さん
に対して，低侵襲カテーテル治療のTAVI が広まっ
てきているのです．人工弁を留置せずにバルン拡張
のみ行う場合は balloon aortic valvuloplasty：BAV
または percutaneous aortic valvuloplasty：PTAV
と呼ばれます．
　日本で使用可能なTAVI の弁は Edwards という
会社のものだけで，先日確認したところ，6月まで
で日本全国で 1769 例施行されたそうです．TAVI
が日本で認可されたのが，2013 年 10 月ですので，
たかだか 2年弱しか経っていません．新東京病院で
は国内で 11 番目に認可され，2013 年 12 月から
TAVI を開始し，現在までに 58 例治療させていた
だきました．
　TAVI の歴史ですが，海外では実は割と古く，フ
ランス人の Alain Cribier 先生が，ブロッケンブ
ローと呼ばれるテクニックを用いて，右心房から心
房中隔を貫いて左心房に入り，左心室から大動脈弁
にアプローチする，「順方向性」と呼ばれる方法で
カテーテル治療したのがTAVI の最初の症例です．
　（＊スライドの写真を示して）これがEdwards と
いう会社の Sapien XT という弁です．よく生体弁
か機械弁か質問されますが，これは生体弁です．
TAVI の弁は生体弁しかありません．実は海外では
もう 1つよく使われている，Medtronic という会社
の CoreValve という弁があります．現時点では日
本にはまだ導入されていませんが，今年の 10 月く
らいに使用可能となると聞いております．Edwards
弁は牛の心膜で，コバルトクロム合金のステントで
覆われています．一方のMedtronic の方は豚の心
膜でできています．
　これがTAVIについての最も有名なPartner trial
という論文です．開胸手術がハイリスクと判断され
た患者さんに対して，従来の sAVR または TAVI
を施行し，2年後の予後は同等であったと報告され
ました．実は先日，さらに 5年後の追跡結果も両群
で同等であったと報告されました．
　アプローチの方法は，足の付け根から＝経大腿ア
プローチと，左腋窩を小開胸して心尖部から＝経心
尖アプローチ，の 2種類あります．人工弁のサイズ
ですが，元々は 23 mmと 26 mmの 2種類だったの
ですが，今年の 5月から 20 mmと 29 mmが追加さ

れ，合計 4種類が使用可能となっています．欧米人
と比べて日本人，特に女性は体格が小さく，狭小弁
輪の患者さんが多いですので，そういう意味で日本
では 20 mm弁の役割が期待されています．
　TAVI の利点は，開胸ではありませんので，特に
経大腿動脈アプローチでは 3～ 4 cm程度と傷が小
さく済みます．また入院期間が短いのもメリットで
す．現在当院ではおおよそTAVI 後 1 週間で退院
されています．ICU 滞在時間は半日で，翌朝には
朝食を摂られ，その夕方には一般病棟で歩行されて
いるという状況です．
　それから，TAVI ができる施設というのは，sAVR
も施行可能ですから，TAVI 認定施設ではいずれの
治療が良いか，患者さん毎に最善の治療法を選択す
ることができます．
　それでは 1 例症例提示させていただきます．84
歳の女性，重症大動脈弁狭窄症の患者さんです．循
環器では EuroSCORE という周術期のリスクを計
算します．簡単に言いますと，この患者さんに
sAVRを施行した場合に何％の確率で死亡する可能
性があるかというスコアです．これは少し古いスコ
アなのですが，TAVI の世界ではまだ使われている
スコアの 1つです．これによると 75％の確率で周
術期死亡が見込まれ，sAVRは不可能と判断されま
した．実はこの方は北海道在住の方なのですが，以
前に北海道のある大学病院の心臓外科で sAVR 目
的に開胸されたのですが，狭小弁輪で手術不可能と
判断され，弁置換されずに閉胸して終わったという
エピソードがありました．さらに，1998 年に腸骨
動脈閉塞に対してYグラフト術後であり，つまり
腹部の血管は人工血管でした．加えて，陳旧性脳梗
塞，腎機能低下もあり，わざわざ北海道から私ども
の病院にTAVI 目的に転院して下さいました．
　当院ではTAVI の際には心臓血管外科の先生に
お願いして，カットダウンといって大腿部のところ
を外科的に開けてもらっています．この患者さんの
場合には人工血管をカットダウンし，16 フレンチ
の eシースを挿入して，人工血管内を通過させてい
ます．この中を TAVI のシステムを通過させて，
大動脈弁をバルンで前拡張し，続いて弁を植え込み
ます．バルン拡張または弁植え込み時に高頻拍ペー
シングを施行すると（だいたい 1 分間に 180 ～
200 bpmでペーシング），心臓が止まった状態と同
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じになります．ペーシングなしでは心臓が拍動する
ため，適切な位置に留置できません．これが，経大
腿アプローチのTAVI というものです．この患者
さんも超ハイリスクで，地元の大学病院でも手術は
無理で，余命 1か月ですと説明されていましたが，
TAVI 翌日から自分でご飯を食べて，その夕方から
は一般病棟を歩いてらっしゃいました．お元気に退
院されています．
　最後に，とあるTAVI の 1 日の写真をお見せし
ます．麻酔科の先生がこんな感じで準備をして下
さっています．当院では基本全身麻酔でやっている
のですが，局所麻酔で施行することも可能です．全
麻の最大のメリットは経食道エコーであり，当院で
は全麻下に経食ガイドで施術しています．
　（＊スライドで写真を提示して）で，こんな感じ
で物品がテーブルに乗っていまして，心臓血管外科
の先生，僕とアシスタントです．実はTAVI の時
には 12 ～ 13 人以上のたくさんの人間が関わってい
ます．外科医，私たち内科医，麻酔科医，それから
放射線科技師，ME，看護師などです．万が一開胸
になった時のために，心臓外科の手術チームがスタ
ンバイしていますので人数が多くなってしまいま
す．最近では，TAVI 手技自体はだいたい 1時間ぐ
らいです．
　ただしTAVI ができない場合もあります．大動
脈弁の石灰化の分布の問題で弁輪部破裂のリスクが
ある場合，若い方や周術期リスクの乏しい方はTAVI
の適用になりません．つまり，大動脈弁狭窄症に対
する治療は，現時点では sAVR がゴールデンスタ
ンダードですので，TAVI を選択するには何かしら
外科治療が選択できない理由が必要です．
　ご清聴ありがとうございました．
○村上　はい，長沼先生，ありがとうございまし
た．外科医から見ると非常にリスキーなお話だった
と思うんですけど，せっかくですので，会場の方か
ら何かご質問あれば．最初にTAVI が始まった頃
には割と合併症もあって，非常に厳しい手技だとい
う話も聞いたことがあります．現時点ではもうかな
りそういう部分は改善しているのでしょうか．
○長沼　この半年は大きな合併症はないですね．
ヨーロッパに留学して学んで帰ってきたとはいえ，
確かに最初は微妙なワイヤーの位置決めなど，いわ
ゆる tips and tricks がわからないところもありまし

た．当初は合併症を経験しましたけども，現在手技
は安定しております．
○村上　安定してきたと．
○長沼　はい．現在はカットダウンという方法で
シースを挿入していますが，パンクチャー法といっ
て，外科の先生に頼まずに内科医が穿刺してやる方
法に移行しようかなと考えているところです．
○村上　将来的には僧帽弁はどうなんですか．
○長沼　僧帽弁疾患については，まず逆流に対して
は，ABBOTTという会社のMitraClip という僧帽
弁を挟み込むデバイスがあるのですが，おそらく来
年頃に日本でも保険償還されると思います．僧帽弁
狭窄症については，もう日本にはリウマチ熱がほと
んどありませんので，過去の病気となりつつありま
す．
○村上　そうすると，流れ的には，現在の心臓血管
外科の仕事に，どこまで内科の先生が食い込むかと
いう話になるのでしょうか．先天性心疾患以外は全
部内科で治療できるような流れはあるんですか．
○長沼　正直，内科医，外科医という区分があまり
なくなっていくと思われます．
○村上　ですよね．
○長沼　外科手術もカテーテル手術もできる医者が
最強かもしれません．先天性心疾患のお話が出まし
たが，たとえば，心房中隔欠損はほとんどカテーテ
ルで治療する時代となってきています．
○村上　小川先生．
○小川　大変素晴らしいプレゼンテーション，あり
がとうございました．生体弁ということですが，ど
のくらいまで持つんですか．
○長沼　今，明らかになっているのは最長で 5年で
す（文献的に）．
○小川　だから再度ということはちょっと難しいん
ですよね．
○長沼　バルブインバルブと言いまして，古くなっ
た人工弁の内側に再度TAVI で人工弁を入れると
いうやり方があります．まだ日本では保険償還され
ていませんが，海外では普通に施行されています．
たとえば，60 代の比較的若い患者さんだと，現在
は外科の先生が機械弁か生体弁か悩まれるわけで
す．と言うのは，機械弁は長持ちするけども，ワー
ファリン（抗凝固薬）を一生飲まないといけません．
逆に生体弁には寿命がありますが，ワーファリンは
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必須ではありません．最近，生体弁でも意外と 10
年以上持つことがわかってきましたが，それでも一
生ものではありません．生体弁が変性し機能不全を
起こしたら，再開胸して 2 回目の sAVR が必要で
あるわけです．今後は，こういった比較的若い患者
さんでも，まず機械弁ではなく生体弁で sAVR を
行い，10 年以上経って必要となれば，TAVI でバ
ルブインバルブを行う，という流れになると思いま
す．
○小川　なるほど，すごいですね．はい，ありがと
うございました．
○村上　じゃあ最後，田代先生．
○田代　消化器外科の田代と申します．素晴らしい
講演ありがとうございます．さっきの先天心の話に
なるんですけど，確かスライドでも心房中隔の経カ
テーテルの治療はあったんですが，心室は確か書い
てなかったと思うんです．なんで心室中隔欠損はカ
テーテルで治療できないのですか．
○長沼　海外では心室中隔に対するカテーテル治療
は行われていると思います．日本はすべて遅れてい
るのが現状です．
○田代　手技的に難しいとか，そういうことではな
くて．
○長沼　ではないと思います．心房中隔欠損に対す
るカテーテル治療でさえ，われわれの施設も昨年認
可されたばかりです．
○田代　ありがとうございます．
○村上　ありがとうございました．盾のほうを．
（記念盾贈呈）

5．三次元 CTナビゲーションシステムによ
る顎顔面外科手術

代田　達夫
昭和大学歯学部口腔外科学講座 

顎顔面口腔外科学部門

○村上　それでは続きまして，次の演題に移りたい
と思います．「三次元 CTナビゲーションシステム
による顎顔面外科手術」ということで，昭和大学歯
学部口腔外科学講座　顎顔面口腔外科部門の教授の
代田達夫先生にお願いしたいと思います．
　簡単にご略歴だけご紹介いたします．代田教授は
1986 年に昭和大学歯学部を卒業されまして，1991

年の 6 月から，歯学部の第一口腔外科学教室の助
手，それから 1991 年の 10 月からドイツのハノー
バー医科大学顎顔面外科に留学されまして，翌年の
4月からはドイツのハンブルグ大学医学部　病理学
研究所留学をされまして，戻られて，1996 年の 4
月からは第一口腔外科学教室の講師，現在，現職は
2013 年の 5 月から顎口腔疾患制御外科学講座の教
授としてご活躍中でございます．よろしくお願いい
たします．
○代田　村上先生，ご丁寧な紹介をありがとうござ
います．また，今回このような機会を与えていただ
きました医学部の先生方に感謝申し上げます．私は
歯学部の人間でございまして，先生方の普段の診療
からしますと多少馴染みの薄い分野ではないかと存
じますので，できるだけ先生方に興味を持っていた
だくようにお話いたします．
　さて，ナビゲーション支援手術は，脳神経外科で
始まりまして，現在では耳鼻咽喉科や整形外科など
の領域で広く行われていることは，先生方もよくご
存じのことと思います．昭和大学歯科病院におきま
しても，昨年 4月より顎顔面領域へのナビゲーショ
ンシステムの導入の準備を始めました．そして，い
くつかのシステムを実際に手術で使ってみまして，
その中で最も適していると思われた，ブレインラボ
社のナビゲーションシステムを本年の 2月から導入
させていただきました．現在，顎顔面口腔外科で
は，顎骨を対象とした手術のほとんどに，このシス
テムを用いています．
　そこで本日は，まず，歯科領域でなぜナビゲー
ションシステムが必要なのかを，先生方に説明いた
します．次に，現在歯科病院で行っているナビゲー
ション支援による上下顎骨形成手術，そして顎骨腫
瘍の切除手術を供覧しながら，現在私たちが行って
いる口腔外科手術をご紹介いたします．
　先天異常や発育異常による顎変形の診断や治療に
は，現在，ほとんどの施設でCTによる三次元的な
評価が行われています．そしてスライドに示します
ように，CTの撮像データから手術シミュレーショ
ンを行って，術後の顔面骨格の形態の変化を予想す
ることが可能になっています．最近は，画像解析の
技術が非常に発達していますので，精度の高い手術
シミュレーションが可能となっています．
　術前に精密なシミュレーションを行いまして，術
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後はこのような顔貌になるとか，顎顔面骨はこのよ
うな形になるだろうと言ったことが理解できます
し，患者さんに対するインフォームドコンセントの
ツールとしても大変有用です．しかし，このような
シミュレーションを行ったとしても，その結果を実
際の手術に反映できなければ，これは自己満足にし
か過ぎないのではないかと思うようになりました．
　安全で確実で，しかも精度の高い手術を行うため
には，術前にまずシミュレーションを行って治療目
標を定め，その結果をナビゲーションシステムで，
実際の手術に正確に反映させる必要があります．こ
のことが，口腔外科の手術においてもナビゲーショ
ンシステムが必要と考えるに至った理由でございま
す．
　スライドは，歯科病院で行っているナビゲーショ
ン支援手術の風景です．ナビゲーションシステムを
使用する手術は，顎骨の切断であるとか，骨を削る
といったような，いわゆる骨組織が対象となります
ので，その際に，追跡用のトラッカーを取り付けた
骨切削器具が振動の少ないものでないと，アンテナ
の位置に狂いが生じてナビゲーションにエラーが出
てしまいます．そこで，超音波骨メスにトラッカー
を取り付けて，術前のシミュレーションで作成した
デザインをできるだけ正確に実際に手術に反映させ
るような手術を行っています．
　このスライドはナビゲーションシステムを用いた
上顎骨形成手術を示します．上顎骨の移動がシミュ
レーション通りに行われているかどうかを，リアル
タイムに確認することができますので，より正確で
安全な顎骨形成手術が可能となります．したがいま
して，このナビゲーションシステムは顎骨形成手術
に有用であると考えています．
　実際の症例をいくつかお見せします．この症例
は，骨格性下顎前突症と申しまして，いわゆる受け
口の患者さんです．このような顎変形症の治療では
歯科病院は全国でも有数の症例を有しています．こ
の症例に対しては上顎と下顎に対して顎骨の形成手
術を行って，噛み合わせを改善します．
　口腔内の状態をスライドに示します．上顎の歯列
よりも下顎の歯列が前方に位置している典型的な反
対咬合を呈しています．それでは私たちが行ってい
る顎変形症に対する手術方針を説明します．まず，
CTの撮像データを用いてコンピュータ上で手術シ

ミュレーションを行います．具体的にはコンピュー
タ上で作成した三次元の頭部骨格モデルに対してシ
ミュレーションソフトウエアを使って仮想手術を行
い，術後に予想される三次元の頭部骨格を作成しま
す．そして，シミュレーションで設定した骨切りデ
ザインや顎骨の移動を，ナビゲーションシステムを
用いて実際の手術に正確に反映させます．術後約 1
か月経過したところで再びCTを撮影しまして，術
前にシミュレーションソフトで作成した予想画像と
の重ね合わせを行い，手術が計画通りに行うことが
できたかどうかといった，精度の評価を行います．
　この患者の術前のシミュレーションをスライドで
示します．この患者では，上顎骨を前方へ 2 mm移
動させ，それから上方へ 5 mm移動させます．そし
て下顎は後方へ 5 mm移動させるという計画です．
実際の手術シミュレーションを動画で見せします．
まず，上顎を移動させ，それから下顎を上顎の歯列
に合わせて後方へ移動させます．
　実際の手術の際にナビゲーションシステムの画面
に映し出された画像をスライドに示します．超音波
骨メスの位置をリアルタイムに，しかも三次元的に
確認しながら手術を行うことができます．ナビゲー
ションシステムを使用することで，術前にシミュ
レーションで行った仮想手術を実際の手術に正確に
反映させることが可能となります．
　上顎骨を計画したように上方へ移動させるために
は，まずスライドのように上顎骨を分割し，さらに
その上顎骨を複数に分割をして，計画した位置に移
動させます．
　このスライドは左側が術前にシミュレーションで
作成した予想画像であり，右側が術後に撮影した
CTの三次元画像を予想画像と重ね合わせたものを
示しています．シミュレーションの結果を実際の手
術に反映させることができたかどうかを評価しまし
たが，ほぼ計画通りに手術を行えたことが確認でき
ました．
　患者の顔貌の変化を示します．左側が術前で右側
が術後の顔貌です．元々きれいな人だったと思いま
すが，まあまあな顔になったということでしょう
か．咬合も正常な咬合状態に改善されています．
　それではもう 1例，動画で手術を紹介します．も
う少し適当な症例であれば良かったのですが，時間
的に間に合いませんでした．患者は体重 100 kg を
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越える巨漢の，口唇口蓋裂に対して上下顎骨形成手
術を行いました．過去に度重なる手術を受けたため
に，非常に硬い瘢痕組織の中で難渋した手術でし
た．それではご覧いただきたいと思います．まず上
顎の歯肉に切開を入れて粘膜・骨膜の剥離を行って
顎骨を露出させていきます．上顎骨が露出されたと
ころでナビゲーションの画面に移ります．スライド
に示されているように，設計した骨切りデザインの
通りに骨切りが行われています．上顎骨形成手術で
は，骨切り線の位置によって，術後の顔貌は変化し
ますので，シミュレーションで設定したデザインに
沿った正確な骨切りが必要となります．
　骨切りが終了したところで，上顎骨を完全に分割
して可動化させて，所定の位置に移動させます．上
顎骨が予定された位置に正確移動させることができ
たかどうかを，ナビゲーションシステムで術中にリ
アルタイムに確認します．現在のビデオはシミュ
レーションで計画した通りの位置に上顎骨を移動さ
せることができたかの確認作業を行っているところ
を示しています．そして，整形外科でもよく行われ
ている，チタン製のプレートによる骨片の固定を行
います．
　患者が若い女性ですと，もう少し良い視野で撮れ
るのですが，口唇口蓋裂の難症例の手術ということ
もあって，ビデオは十分に撮れませんでした．
　これから下顎の骨形成手術に移ります．可動性の
ある下顎を対象とした顎骨形成術に対しては，十分
な精度を得られませんので，ナビゲーションは適用
していません．下顎は上顎歯列の位置に合わせて移
動させますので，上顎骨の位置がシミュレーション
通りに移動されていれば，下顎もシミュレーション
通りの位置へ移動させることが可能となります．現
在ビデオでは下顎骨を露出させているところです．
外科のダイナミックな手術に比べると，非常に細か
な手術ではないかと思います．下顎枝が露出できた
ところで，下顎骨の中を走行する神経を避けるよう
にして，分割を行います．その際，骨の骨髄の中を
走行する神経の損傷を避けるために，軟組織の損傷
を避けることができる超音波の骨メスで分割をいた
します．両側の下顎枝を分割しますと，下顎の移動
が可能できますので，所定の位置に下顎を移動させ
て固定します．
　以上，なぜ歯科領域でナビゲーション手術が必要

であるのか述べさせていただき，次に，歯科病院で
最も得意としている手術である上下顎骨形成術につ
いて，紹介させていただきました．
　それでは歯科口腔外科領域の中でも重要な手術の
一つである，口腔腫瘍切除手術を紹介いたします．
スライドに示しますように，右側のこの下顎骨の
CT画像で非常に大きく，黒く抜けている部分があ
ります．これは歯の組織から発生したエナメル上皮
腫という，再発の多い非常に厄介な腫瘍です．ここ
まで大きくなってしまいますと，腫瘍を含めて下顎
骨を切断する手術が必要となります．下顎骨が広範
囲に欠損しますと顔が変形し，食事もできなくなり
ますので，顎骨の再建が必要となります．下顎骨の
形態は三次元的に複雑で，腓骨のような直線状の骨
をそのまま移植すると，変形が目立ってしまいま
す．したがって，本来の下顎骨の形態にできるだけ
近い形に再建することが重要となっています．
　今回はこの症例に対して，術前のシミュレーショ
ンで設定した骨切りのデザイン通りにナビゲーショ
ンシステムを使って骨切りを行い，それからカスタ
ムメイドの人工骨を使って，顎骨の再建を行いまし
た．まず，CTの画像上で腫瘍の範囲を特定し，そ
れから切除範囲を決定しました．次にシミュレー
ションソフトウエア上で仮想手術を行い，実際に骨
を正確に切り取った場合に，どれだけの顎骨が切除
され，顎骨にどの程度欠損が起きるか予測します．
　次に，仮想手術で下顎骨に欠損が生じた状態での
画像データを用いて，3Dプリンターを使って下顎
顎骨の模型を作製し，その模型に合わせて，カスタ
ムメイド，即ちこの患者の下顎骨に適合する人工骨
を作製します．この人工骨はチタン製で，メッシュ
状の構造をしています．このメッシュの中に自家骨
を移植して，骨を再生させるという方法で手術を行
いました．
　手術所見をスライドに示します．通常に従って，
頚部に皮膚切開を加えて，顎骨を露出しました．こ
こに見えているのが腫瘍です．超音波骨メスにト
ラッカーを付けて，三次元的に位置を確認しなが
ら，術前のシミュレーション通りに下顎骨を切断し
ます．
　スライドに切除標本を示します．このように，広
範囲に及ぶ顎骨欠損が生じましたが，事前にカスタ
ムメイドの人工骨を作っていましたので，比較的容
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易に下顎骨の再建ができました．ナビゲーションを
使用しないで，術中に切除範囲を決めて切除します
と，切除範囲が甘くなったり，あるいはカスタムメ
イドの人工骨が適合しないということが起きてきま
す．ナビゲーションシステムを使用して設定通りに
骨を切除しますので，事前に用意しておきました人
工骨をそのまま，切除した部位へ移植することが可
能となりました．
　次に，腸骨から採取した海綿骨をこのチタン製の
人工骨の中に充填します．スライドに，術前術後の
顎顔面骨の変化を示します．スライド左側は術前の
三次元 CT画像で，右側下顎骨に腫瘍を認めます．
中央の画像は，術後半年経過時ですが，チタン製人
工骨が確認できます．右側は術後 10 か月でチタン
製人工骨撤去した後の画像です．骨欠損部には本来
の下顎骨形態に近い顎骨が再生されています．
　スライドに顔貌写真を示します．左側は術前で，
右側頬部が僅かに腫脹を認めます．また，口腔内に
かなり大きな腫瘍が増大していました．術後は多少
変形を認めますが，ほとんど目立たない状態ではな
いかと思います．私としては，まあまあのお顔に
なったんじゃないかなと思っています．口腔内は，
切除部には歯はありませんが，今後再建部にインプ
ラント義歯を作製し，噛み合わせを作ろうと，患者
さんと話しているところです．
　以上，駆け足でしたが，歯科病院で導入したナビ
ゲーション支援手術の概要を紹介いたしました．全
国の歯学部付属病院でナビゲーションシステムを導
入しているのは，まだ昭和大学だけでございます．
したがいまして，私たちも口腔外科の手術にナビ
ゲーションシステムをどのように応用していくか，
現在試行錯誤の状況です．
　今までナビゲーションシステムを使用して，確か
に有用と言えるのは，シミュレーションの結果を実
際の手術に正確に反映できるという点．それから，
術中に顎骨の位置を三次元的に確認することができ
ると，そして直視が困難な手術部位をリアルタイム
に確認することができることなどです．一方，問題
点としては，頭蓋骨にリファレンスフレームを固定
するのではなく，ヘッドバンドで固定しているとい
うこともありまして，手術中に頻回にエラーが出ま
すので，何度もレジストレーションを繰り返す必要
がある点で，この問題は今後の検討課題であると考

えています．
　また，下顎は可動性を有するために，上顎骨と固
定した状態で手術をする場合を除き，精度を維持す
ることが困難で，現在の状況では，下顎骨形成手術
へのナビゲーションの応用は困難と考えています．
　さて，最後のスライドに私たち顎顔面口腔外科の
将来展望を示します．口腔外科は，顎顔面口腔外科
と口腔腫瘍外科の二つの部門で動いております．顎
顔面口腔外科では顎骨の再建，顎骨の形成手術を診
療の柱として発展させてゆきたいと考えています．
そのためにはまず画像診断技術の充実が必要です．
即ちシミュレーションソフトウエアを用いた仮想手
術による精密な治療計画の立案が重要となります．
そして，シミュレーションで得られた結果をナビ
ゲーションシステムによって実際の手術に正確に反
映させる技術を改良し，発展させる必要があると考
えます．
　また，顎骨欠損の再建や顎骨形成手術には，骨組
織，歯肉，粘膜等に対する再生医療が必要であろう
と考えております．
　したがって，私たちは画像処理技術，コンピュー
ターアシスティッドサージェリー，そして再生医療
の 3つに力を注ぎ，顎顔面口腔外科をさらに発展さ
せていきたいと考えております．以上です．
○村上　代田教授，ありがとうございました．われ
われ外科医ですけど，どうしても口の中見てると痛
くてしょうがないようなイメージが出てきちゃって
怖いんですけど．フロアのほうから何か，せっかく
ですから．青木先生，何かあります？
○青木　最後のスライドで，ナビゲーションの欠点
についてご指摘されていたと思いますが，われわれ
も空間位置認証システムを使用する際の一番の問題
点は，ターゲットと手術器具の誤差が生じることだ
と思っております．先生，一番最初のスライドでお
示しいただきましたように，術前に詳細にシミュ
レートしたものをいかに術中に施行する際にその誤
差をどの程度，許容できますか．
　もう一点は，私どもとしては，ある程度の誤差が
あっても，ターゲットへの方向性を示すことができ
れば 10 mm 程度の誤差があっても許容できると
思っております．先生方の，領域ではかなり精度の
高いことが要求されるような感じがしたんですが，
いかがでしょうか．
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○代田　ありがとうございます．確かに，それで，
おっしゃる通りで，10 mmっていうと，われわれ
の中ではヒョットコのような顔になってしまうんで
すね．実際に，やはり，1 mmぐらいが限度だろう
と思います．ですから，もう，実は流すような形で
お示ししましたが，実際の手術では，術中何度も何
度もレジストレーションを繰り返しているのが，今
の現状でございます．
　手術も，上顎の骨形成手術というのが，今，ナビ
ゲーションを導入する前はだいたい 2時間半ぐらい
で，から 3時間ぐらいで終わっていたのが，今その
倍の時間が掛かっています．そのぐらいちょっと今
は，ナビゲーションを入れたことによって，まだ，
正確な手術はできるんですけれども，逆に時間が掛
かっているというところが問題になっております．
○青木　そうすると，先生方のシュミレーション，
ナビゲーションは 1 mm以内が誤差というふうに考
えたらよろしいっていうことですよね．ありがとう
ございます．
○村上　実は私も精度のところをちょっとお聞きし
ようかなと思ったんですけど．あとは，たぶん，わ
れわれが腹腔鏡の手術を導入した時も，やっぱり手
術時間は長くなって，その分精度は上がっている部
分があったんですけど．いわゆる手技っていうこと
に関しては，慣れてくれば，いわゆる術者育成って
いう部分では，ランニングカーブはかなり短くなっ
て，時間も，ゆくゆくは速くなるっていうことなん
でしょうか．
○代田　おっしゃる通りです．少しずつ時間は短く
なっていくだろうというふうに思いますし，また，
今まだ無駄ないろんな操作が入っていると思います
ので，そういった無駄を省くことによって，もっと
もっと，スマートな手術ができるようになるんでは
ないかなというふうに考えております．
○村上　ちなみに，ユニット自体はどのぐらい掛か
るんですか．
○代田　お金ですか．
○村上　値段はよくわからないとか話をされていた
んですね．そういう意味では，いろいろ大学でお金
を出していただけて良かったかなと思います．それ
では，…
（記念盾贈呈）

6．腹腔鏡下手術の歴史とその未来
山川　達郎

帝京大学名誉教授 
帝京大学医学部附属溝口病院外科

○村上　それでは，次に本日のシンポジウムの最後
のご講演を拝聴したいと思います．私は，今回のシ
ンポジウムの準備委員の一人として，帝京大学名誉
教授の山川達郎先生を推薦させていただき，先生と
ご相談して，「腹腔鏡下手術の歴史とその未来」と
題して，ご講演いただくことになりました．
　簡単にご略歴をご紹介させていただきます．山川
先生は，1961 年に日本医科大学を卒業され，1969 年，
東京大学分院外科学教室で学位を取得後，ただちに
米国 Los Angels の Cedars-Sinai Medical Center の
外科の元 Chairman，故 Leon Morgenstern 教授の
もとに留学され，私共の教室員の何人かがお世話に
なった同病院の Prof. George Berci, MD, FACS と
も一緒にお仕事をされておられます．そして，1972
年の 12 月，東大分院外科の指示で，四方淳一名誉
教授が主催されていた帝京大学医学部第一外科学教
室の講師に指名されて帰国，1973 年の 10 月には，
準教授に昇進，そして 1985 年 3 月，帝京大学医学
部付属溝口病院外科学教室の教授に御就任になりま
した．
　帰国後のお仕事といたしましては，まず，オリン
パス光学株式会社の協力を得て，胆道ファイバース
コープを開発して，術後胆道鏡の手技を確立，遺残
結石や肝内結石の治療に専念され，多大な成果を上
げられました．そして，1990 年の 5 月には，日本
で初めての腹腔鏡下の胆嚢摘出術を施行され，その
後の内視鏡手術の発展に貢献され，多数の業績を残
されました．2000 年 4 月以降は，帝京大学医学部
名誉教授，客員教授ならびに京浜総合病院の顧問を
務められておられます．
　Minimally Invasive Surgery という言葉が，先ほ
どから出てきていますが，先生は，その腹腔鏡下手
術を最初に日本に持ち込まれて，普及させ，さらに
東京大学教授　故出月康夫教授と共に，日本内視鏡
外科学会を創設された方でもあります．本日は，
“内視鏡外科手術の歴史と未来”と題して御講演を
いただきます．よろしく願いいたします．
○山川　只今，ご紹介いただきました山川でござい
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ます．村上教授には，過分なご紹介をいただきまし
て，心より御礼申しあげます．私は，今年，80 歳
となりまして，本日は，逆に，いろいろと勉強させ
ていただき，この内視鏡外科のすばらしい発展に，
逆に驚嘆させられているというのが現状でありま
す．ありがとうございました．
　御紹介いただきましたように，私は，旧東大分院
で内視鏡を学びましたが，その初期は，胃カメラの
時代でありました．そして，まもなく，開発された
ファイバースコープを用いての，現在では，信じら
れないような“直視下胃生検法”というテーマで，
1969 年，学位を受領，ただちに，前もって受理され
ていた，Los Angels の Cedars-Sinai Medical Center
外科に留学いたしました．
　当時は，“大切開を置いて開腹あるいは開胸して，
確実な外科手術を患者さんに提供するのが，真の外
科医の勤めである”，と教えられておりましたので，
現代のような内視鏡手術時代が到来するとは，まっ
たく予想だにしておりませんでした．
　ここに示すスライドは，今までの内視鏡外科の歴
史を，私なりにまとめたものであります．1805 年，
Bozzini P が，蝋燭光を凹面鏡を用いて，膀胱や子
宮頸部を観察したとか，1867 年には，Desoreaux 
AJ が，灯油ランプ光をレンズで集光して膀胱，子
宮頚部を観察，さらに 1970 年には Kussmal A が，
Desoreaux AJ の内視鏡を改良して，剣呑師に飲ま
せて胃内観察を行うも光量不足で失敗したが，喉頭
部と食道の観察に成功したというようなことが，報
告されています．さらに，1901 年には，Kelling が，
犬の腹腔を空気で気腹したという報告に続き，1924
年には，Zolikofer が CO2 ガスを気腹に使用，さら
に，1929 年には，Kalk が，トロカーを開発，また
Veress J が，1938 年に，現代のものと全く同じ機
能を持つ気腹針を開発していたという事実を知り，
不勉強であった自分を恥じると同時に，これら先人
の業績は，私にとっては，大変な驚きでもありまし
た．
　スライドに示されるように，1971 年末，癒着剥
離術や不妊手術を世界で最初に行ったフランスの婦
人科医，Kurt Semmが，1970 年，自動気腹装置や
鉗子類を開発，婦人科領域では，必ずや有用な手術
術式になることを示唆し，また同時に，胆嚢摘出術
も近く，内視鏡下に可能となるであろうことを示唆

しました．この Semmの意見は，世界に波紋を広
げ，上司の Prof. Geoge Berci は，私を助手に，内
視鏡下に胆嚢摘出術を試みました．しかし腹腔鏡下
に，腹腔内は，十分に観察することはできました
が，当時は，腹腔鏡で得られる像をTV画面上に投
影する技術がない時代でありましたので，手術操作
は煩雑を極め，断念せざるをえませんでした．
　そんな時，東大分院外科学教室の医局長から，電
話があり，新設された帝京大学第 1外科教室への出
向が決定，同年 12 月末に，急遽，帰国しました．
帰国後，自分が行った胆嚢総胆管結石症例で，遺残
結石に遭遇，その結石は，何とか気管支ファイバー
スコープ下に，鉗子を用いて，摘出に成功しました
が，それが胆道ファイバースコープの開発に連なり
ました．しかし胆道ファイバースコープを術中に使
用しても，遺残結石は，皆無にできないことをも経
験し，術中術後に使用できる胆道ファイバースコー
プの開発に取り組み，さらに，胆道ファイバース
コープとその臨床応用に関しては，術中，術後に
も，T-tube 瘻孔あるいは経皮経肝的胆管ドレナー
ジ瘻孔を介しての術後胆道鏡の手技を確立し，実用
化につなげることができました．
　総胆管遺残結石，肝内結石の治療に関しては，術
中に検査しても，完全な結石摘出を確認することは
できないことを経験して，術後に，T-tube あるい
は経皮経肝内胆管ドレナージ（PTCD）tube 抜去
後の瘻孔を利用する術後胆道鏡検査手技を確立しま
した．そして，遺残胆道結石については，T-tube
抜去後の瘻孔を利用しての数回の胆道鏡下切石術
で，結石摘出に成功，また肝内結石に対しても，
T-tube 瘻孔や PTBD瘻孔など，複数の瘻孔からの
アプローチで結石の完全切石に成功いたしました．
しかしながら当時は，肝内結石の結石摘出成功例を
報告しても，拡張肝内胆管の入口部には，変形や狭
窄が見られますので，再発は必至であろうと酷評さ
れました．しかし，この酷評にも関わらず，結石完
全切石成功例では，胆管拡張と拡張部入孔部狭窄が
認められても，その後の経過観察で結石再発は認め
られず，患者さんは，通常の日常生活を送られてい
るのをみて，私は，肝内結石は，肝内胆管の狭窄，
拡張といった胆管の解剖学的異常に起因するもので
はなく，アジアの時の衛生環境などと密に関係して
いるのではないかと考えるにいたりました．現在
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も，数名の患者さんをフォローさせていただいてお
りますが，肝内胆管に形態学的な異常を認めるにも
関わらず，再発を示唆する症状，検査所見を認めた
患者さんは経験しておりません．その理由は，明確
にはわかりませんが，私見としては，衛生環境の改
善などの関与が否定できないと考えています．
　次に，内視鏡外科手術の歴史について言及するな
らば，1987 年に，Mouret が TV装置のない状態で，
胆嚢摘出術を行っていますが，その当時は，当然な
ことではありますが，注目は得られませんでした．
しかしながら，その後，TVが登場して，France の
Prof. Dubois F と Prof. Perissat J が，また英国の
Prof．Cuschieri A（1988 年）らに引き続き，米国
でもUSA Mckernan JB，Reddick Olsen D，Bailey 
RW，Zucker KA らが，また Asia でも，Chellapa 
M 1989 年，Udwadia T，また日本でも 1990 年に
山川ほか，7施設で行われ，内視鏡外科手術は，外
科医が修得すべき必須の手技となりました．そし
て，非侵襲性で，美容的利点もあって，その適応
は，拡大し，内視鏡外科手術は，今や，すべての臓
器疾患症例の手術に，適応される時代になりまし
た．適応が正しければ，良好な予後が期待できる内
視鏡外科手術は，技術さえ身につければ，誰にもで
きる手術であり，この技術は，確実に定着するもの
と確信していますが，手術に用いる機器，Port 作
成などには，まだまだ改良の余地を残しています．
　昭和大学の村上教授が率いる外科学教室の内視鏡
外科分野でのご活躍は，内視鏡外科学会でも注目し
ておりますが，さらに精進され，内視鏡外科手術の
普及にご貢献下されんことを祈念して，私の講演を
終わりたいと思います．ご清聴ありがとうございま
した．
○村上　山川先生，ありがとうございました．今日
は当教室の若いのが多く来てます．歴史を知るとい
うことは，非常に大切でありますけど，若い先生は
すぐに新しいものに飛びついて，昔を勉強しない所
もありますので，非常にためになったと思います．
フロアのほうから誰か．せっかくの機会ですので，
若い先生でもいいですから，是非何か聞きたいって
いうことがあれば．あまり若くないけど，はい，大
塚先生どうぞ．
○大塚　山川先生，この度はわざわざお越し下さい
まして，さらにこのような素晴らしいご講演を賜り

まして誠にありがとうございます．山川先生の最後
のお言葉を伺い，私も常日頃から内科的な内視鏡か
ら内視鏡治療，そして外科医として手術に至るま
で，すべてをこなすことにより患者さんにベストな
治療を選択できると思い，日常診療に励んでまいり
ました．先生の最後のお言葉をお聞きして，これか
ら益々そのような考えをもとに邁進しなくてはいけ
ないと思わされました．
　私の質問は，本日の最初の演題にもありました
が，ダヴィンチのことについて山川先生がお考えに
なる展望などをお聞かせいただければと思います．
○山川　帝京大学でもダヴィンチを購入しました
が，実際には，僕自身は行っておりません．また，
大学でも外科医は行っておらず，泌尿器科だけが
行っているのが現状です．ダヴィンチの開発者，
Johns Hopkins 大学のラッセル・テイラー教授は，
ダヴィンチは限局した固定化した小病変に適応して
価値のあるものであると述べて居られますが，この
言葉を再度考える必要があるのではないでしょう
か．
○大塚　ありがとうございました．
○村上　それでは時間となりました．わざわざお越
しいただき，山川先生，ありがとうございました．
記念の盾を差し上げたいと思います．
（記念盾贈呈）
○山川　どうもありがとうございました．久しぶり
の講演で，うまく話せなかったんですけども，ま
あ，ご了承ください．ありがとうございました．
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閉会の挨拶

昭和大学医学部外科学講座 
（消化器・一般外科学部門）

村上　雅彦
○進行係　どうもありがとうございました．それで
は最後に，昭和大学医学部外科学講座消化器一般外
科学部門の村上雅彦教授より，閉会のご挨拶を頂戴
いたします．村上教授，よろしくお願い申し上げま
す．
○村上　消化器一般外科の村上でございます．今
回，企画担当ということで，最先端医療における手
術支援と低侵襲性手術ということで企画させていた
だきまして．ある程度演者は私の独断と偏見で選ば
させていただきました．長丁場になりましたが，深
貝先生，大塚先生，青木先生，長沼先生，それから
代田教授，ありがとうございました．
　また，山川先生，わざわざお越しいただき，特に
教室では今日は若い者みんな出席になってますん
で，一番の始まりの部分の歴史をどうしても勉強し
てもらいたいという部分もありまして，お願いいた
しました．このテーマは，基本的には，いわゆる手
術も，それから治療も，低侵襲性，ノン・インベン
シブっていう形に流れてきています．
　その中で，いわゆる手術支援という言葉が出てき
たのは，基本的には僕は，いわゆる低侵襲に移行す

る中で，より安全性を担保しなくちゃいけないって
いう部分があるんで，こういう言葉が出てきて，み
んなそれを担保して，何とかやっていこうとしてい
ると思ってます．ちょっとこう，群大の部分で，い
わゆる腹腔鏡手術がリスキーだっていう話が，どう
してもメディアで取り上げられましたけど．
　そのバックグラウンドに，いわゆる外科医を含め
て，ノンインベンシブに行くためには，かなりチャ
レンジングなことをしなくちゃいけない．で，その
裏には，これだけの安全性を担保してやっているっ
ていうことは，あんまり，報道してもらえないって
いう部分がありまして．少なくとも，チャレンジは
外科医にとっては忘れてはいけませんし，その中
で，こういう形で安全性を確保して，もっと新しい
ものに向かってチャレンジしていってもらえればい
いかなと思いましたので，こういう企画を作らせて
いただきました．
　長丁場になりましたが，各医局の先生方，たくさ
んお集まりいただき，どうもありがとうございまし
た．これで，このシンポジウムを閉会とさせていた
だきます．
○進行係　どうもありがとうございました．それで
はこれにて，「第 24 回昭和大学学士会シンポジウ
ム」を閉会いたしたいと思います．皆様どうもあり
がとうございました．


