
「第2回外視鏡手術研究会」 

タイムスケジュール 

10：00 開会のあいさつ 

愛知医科大学 脳神経外科主任教授 宮地 茂 

10：10 一般演題    座長 渡邉 督 

10：10  

演題１ ORBEYEを用いた外視鏡手術の利点と限界 

関西ろうさい病院 脳神経外科  豊田真吾、村上知義、高原在英、東原一浩、荻岡起也、星隈悠

平、阿知波孝宗、清水豪士、小林真紀 

10：30 

演題2 私の外視鏡遍歴  My experience with various 3D Exoscopes and tips based on its type 

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 脳神経外科、 慶應義塾大学 医学部 生理学教

室、 済生会横浜市東部病院 脳神経センター 峯 裕 

10：50 

演題３ 脊椎脊髄外科における神経内視鏡・外視鏡手術の現状と展望 

医療法人ニューロスパイン うちかど脳神経外科クリニック、福岡脳神経外科病院 内門久明 

11：10 

演題４ 外視鏡手術におけるリアルタイム注釈システムを用いた手術支援および手術教育 

東京医科歯科大学 脳神経外科 田中洋次、阿部大数、稲次基希、田村郁、原祥子、清水一秀、菅

原貴志、前原健寿 



11：30 

演題５ exoscopeを用いたCEA 

関西医科大学 天神博志 

11：50 

演題６ 前庭神経鞘腫に対する外視鏡手術の経験 

東京医科大学 脳神経外科 中島伸幸，一桝倫生，松永恭輔，河野道宏 

12：10 

10分休憩 

12：20～12：50 ランチョンセミナー        座長 宮地 茂 

結局どうなの外視鏡 ～使ってみました3種類～ 

愛知医科大学頭蓋底外科センター 岩味健一郎 

共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 

 

午後の一般演題           座長 岩味健一郎 

13：00 

演題7 当院での外視鏡手術の経験 

福島労災病院脳神経外科 根本未緒 

13：20 

演題8 鏡視下手術におけるエルゴノミクスー術者の快適な姿勢と手関節への負荷ー 

浜松医科大学脳神経外科 黒住和彦 



13：40 

演題９ 脳神経外科手術における外視鏡手術（ORBEYE）の利点 

東京医科歯科大学脳神経外科 菅原貴志 

14：00 

特別講演       座長 岩味健一郎 

形成外科における外視鏡手術 

名古屋大学形成外科 橋川和信 

14：30 閉会のあいさつ 

愛知医科大学脳神経外科 教授 渡邉 督 

  



一般演題 抄録 

演題１ 

ORBEYEを用いた外視鏡手術の利点と限界 

関西ろうさい病院 脳神経外科 豊田真吾、村上知義、高原在英、東原一浩、荻岡起也、星隈悠平、

阿知波孝宗、清水豪士、林真紀 

【はじめに】当科では2018年12月にORBEYE™を導入し、2022年3月までに416例の脳神経外

科手術を施行した。その経験に基づいて、ORBEYE™に関する学術論文を現在までに7本報告した。

今回、ORBEYE™を用いた顕微鏡手術の利点と限界について報告する。 

【方法】ORBEYE™を用いた顕微鏡手術の内訳は、開頭腫瘍摘出術が199例（47％）、開頭血腫除

去術が86例（20％）、Hardy術 29例（6％）、脳動脈瘤クリッピング術25例（6%）、STA-MCA bypass

術 23 例（5.5%）であった。ORBEYE™を用いた顕微鏡手術について報告した 7 論文に基づいて、

利点と限界について考察した。代表症例の動画を供覧する。 

【結果】ORBEYE™の最大の利点は、水平視軸においても術者が快適な姿勢で、安定した顕微鏡手

術を行えることであった。また、全手術スタッフが3D画像を共有し、4handsを用いた手術が可能

であることも利点の一つとして挙げられた。一方で、深部の強拡大術野でのコントラストにおいて

従来の光学顕微鏡に及ばないこと、モニターの位置により術者の姿勢が制限され、むしろ人間工学

的なデメリットが生じる可能性が挙げられた。 

【結論】416例のORBEYE™を用いた顕微鏡手術を通じて、外視鏡は一定のメリットを有するが、

今後、克服すべき課題も明らかとなった。 

 



演題2 

私の外視鏡遍歴  My experience with various 3D Exoscopes and tips based on its type 

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 脳神経外科、 慶應義塾大学 医学部 生理学教

室、 済生会横浜市東部病院 脳神経センター 峯 裕 

1960 年代に導入された手術用顕微鏡は長らく脳神経外科手術の主流だった。90 年代には低侵襲な

神経内視鏡手術や血管内治療が発展・普及した。2020年代に入り外科・泌尿器科領域の経験と顕微

鏡の技術を応用した３Ｄ外視鏡（機能を持つ手術顕微鏡を含む）による monitor surgery が急速に

広まっている。外視鏡はメーカーによりコンセプトや特徴に違いがあるが、いずれも顕微鏡に比肩

しうる高精細画像・立体視、広い術野と操作空間という利点を有している。これまで様々な外視鏡

を使用する機会を得て、外視鏡は顕微鏡手術の大部分を担える可能性があると考えるが、セッティ

ング、術中操作、トレーニングなど課題もある。間違いと勘違いから始まった３Ｄ外視鏡手術を

VSiii3 (Visionsense, Philadelphia, PA, USA,平和医療器械,日本)、KINEVO900(Carl Zeiss)および

ORBEYE(Olympus)を中心に報告し、その違いと鏡視下手術のコツを説明する。  

 

演題３ 

脊椎脊髄外科における神経内視鏡・外視鏡手術の現状と展望 

医療法人ニューロスパイン うちかど脳神経外科クリニック、福岡脳神経外科病院 内門久明 

【背景】Neurospineは顕微鏡手術により飛躍的に治療成績は向上した。また、Duo-systemによる

4 hand-techniqueで術者育成にも役立っている。更に近年、内視鏡の登場で補助下および単独手技

(FESS)で到達困難な部位へのアプローチが可能となった。これらは eye-hand cordinationの獲得が



必須であり、日々のトレーニングを要する。 

【目的】2017年よりOlympusの 4K3DデジタルビデオスコープによるORBEYEの登場で、選択

肢は増えた。本発表の目的は現時点での顕微鏡(Micro)と比較して、外視鏡(Exo)の利点欠点を明ら

かにすることである。 

【方法】脊椎疾患群を高位で頭蓋頸椎移行部、頸椎、腰椎、硬膜内病変の４つに分類した。更に鏡

筒を直線のupright手技、傾ける tilt手技、傾けながら振り回す cone手技に分類した。 

【結果】鏡筒を直線のupright手技ではMicroとExoはズーム・フォーカス操作など同等であった。

しかし、硬膜縫合操作については慣れを有する印象。傾け tilt手技ではExoで術者の肉体的疲労に

有利であった。課題は cone 手技で、Micro と比べ手術時間を要した。また Exo では全手技におい

てハレーションの問題が存在した。 

【結語】Exoのハード面では鏡筒視軸の操作性向上とスムーズなズーミング操作の改良、我々術者

は手術手技の再確立、外科医・メディカルスタッフの育成（集団指導）のためのモニターの更なる

改良が望まれる。病院経営側としてはオールインワンモデルを期待する。また、現状ではExoの最

大の課題は術者教育（個別指導）に難がある。 

 

演題４ 

外視鏡手術におけるリアルタイム注釈システムを用いた手術支援および手術教育 

東京医科歯科大学 脳神経外科 田中洋次、阿部大数、稲次基希、田村郁、原祥子、清水一秀、菅

原貴志、前原健寿 

目的：外視鏡手術では、術野を術者や指導者が同一画面で共有できるという特性を持つ。我々はこ



の特性を活かして、術野映像にリアルタイムで注釈を書き加えて、手術支援や術者教育を行ってい

る。本研究ではその有用性について報告する。 

対象と方法：2021年3月以降に注釈システムを用いた外視鏡・内視鏡手術を30例施行した。その

うち外視鏡をメインとした手術は9例（glioma5例、神経血管圧迫症候群3例、AVM1例）であっ

た。外視鏡からメインモニターに表示される映像を注釈システムに分配して、LAN を利用して

WiFi接続したタブレット端末に転送した。指導者は手術室内でタブレット上に重要構造物や指導

内容を図示し、その内容をセカンドモニター上に表示した。術者はメインモニターとセカンドモ

ニターを見ながら手術を行った。 

結果：全例とも注釈システム使用時に画像不良やシステム停止などの映像トラブルは生じなかっ

た。モニターに図示することで、指導者は手術機器の操作方向、腫瘍の剥離方向など、手術操作

のポイントを伝達することが容易となり、術者は指導内容が明確になったと実感した。またglioma

手術では、5-ALAで蛍光発色する領域を注釈システムでトレースして、通常光の術野に表示する

ことで、血管などの構造物を明瞭に確認しつつ腫瘍の摘出が可能となった。外視鏡・内視鏡を併

用した微小血管減圧術の 1 例は遠隔手術指導を行い、手術室外から指導者が音声と注釈システム

で指導を行った。指導内容が音声に加えてリアルタイムに画面に表示されることで、術者は指示

通りの操作を行う事が容易となった。 

考察、結語：術野の構造物や腫瘍の範囲などを注釈システムでモニター上に表示することで、術

者はより安心して手術を行うことが可能となった。また、指導内容を明示することで、術者が指

導者の意図を直感的に理解するのに役立つと考えられた。 

 



演題５ 

exoscopeを用いたCEA  

関西医科大学 天神博志 

 

演題６ 

前庭神経鞘腫に対する外視鏡手術の経験 

東京医科大学 脳神経外科 中島伸幸，一桝倫生，松永恭輔，河野道宏 

前庭神経鞘腫（VS）のhigh volume centerである当施設にてVSに対する外視鏡手術を少数例経験

した．【使用外視鏡】4K3D microvideoscope (ORBEYE, Sony Olympus medical solutions,および

HawkSight, 三鷹光器)【対象と方法】2021 年−2022 年，外側後頭下アプローチによる摘出を行っ

たVS5例．硬膜切開から外視鏡下に行い，外視鏡下では不十分と感じた時点で顕微鏡下に切り替え

た．我々はVSの手術 stepを 1から 12まで段階的に分けており，step 7までを専門医・指導医レ

ベル，step 8以降をエキスパートレベルとしている．どの stepまで顕微鏡下と遜色ないかを評価し

た．【結果】30代4例 50代 1例，腫瘍径平均24mm (12-36)，術前有効聴力あり 4例，術前House 

& Brackmann (HB) grade 1 5例，摘出率平均98% (90-100)，術後有効聴力あり2例，術後HB grade 

1 3例，周術期合併症は全例なし，手術時間平均302分（236-469）であった．外視鏡手術は step 3 

導入（硬膜切開，髄液吸引等），step 4持続電極留置，step 5内減圧，step 6内耳道削開までは5例

全例，step 8内耳道内腫瘍摘出完遂までは1例にて可能だった．脳槽部分の顔面神経剥離（step 10），

蝸牛神経剥離（step 11），腫瘍摘出の終了判断（step 12）までの全工程を外視鏡単独では完遂でき

なかった．Step 6 までは，術者の姿勢，画質，視野の広さ，操作空間の広さ，オートフォーカス，



同一モニタを共有できる点にて外視鏡の有用性を実感した．エキスパートレベル以降では，腫瘍と

神経，膜との剥離面，出血が多いときの視認性低下，こまめな視軸変化に遅れる等，顕微鏡下手術

に劣った．【まとめ】現時点の外視鏡ではVS手術を完遂できなかった．エキスパートレベルの要求

に耐えられず，VS 手術を目指す術者が外視鏡下で手術トレーニングを開始するのは勧められない

と感じた．しかし，外視鏡の改善（画質，視軸移動， augmented reality の導入等）と内視鏡併用

手術にて将来性は期待できる．顕微鏡下に加え，外視鏡，内視鏡でも研鑽を蓄積することが重要と

感じた．  

 

演題7 

当院での外視鏡手術の経験 

福島労災病院脳神経外科 根本未緒 

 

演題8 

鏡視下手術におけるエルゴノミクスー術者の快適な姿勢と手関節への負荷ー 

浜松医科大学脳神経外科 黒住和彦 

 

演題9 

脳神経外科手術における外視鏡手術（ORBEYE）の利点 

東京医科歯科大学脳神経外科 菅原貴志 

 


