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【要旨】 

内視鏡補助下甲状腺手術（video-assisted neck surgery：以下VANS法）は整容性に優れた術式として注目を集

め、2016 年に本邦でも甲状腺疾患に対する VANS法が保険収載された。当院ではこれを 2019年から導入し、これ

までに12例を経験した。術後出血や反回神経麻痺などの大きな合併症は認めず、安全に導入することができた。 

 

【キーワード】：内視鏡補助下甲状腺手術、VANS法 

 

【はじめに】 

1997年に世界で始めて内視鏡補助下甲状腺手術（vi

deo-assisted neck surgery：以下VANS法）が報告さ

れた 1)。整容性に優れた術式として注目を集めた。199

8 年に本邦で CO2 送気を用いない「吊り上げ法」とし

てアレンジされて以来、各施設で導入された 2)。2016

年には本邦でも VANS 法による甲状腺手術が保険収載

された。当院ではこれを2019年から導入した。これま

での経験をまとめて報告する。 

 

【当院の手術適応】 

当院ではこれまで、甲状腺結節取り扱い診療ガイド

ライン 3)に基づき、穿刺吸引細胞診で明らかな悪性を

検出しなかった場合も 

・ 濾胞性腫瘍が疑われる場合 

・ 4㎝を越えるような大きな結節 

・ 増大傾向のある結節 

・ 血清サイログロブリンが高値の場合 

・ 超音波検査上悪性を疑う所見がある場合 

・ 機能性結節 

には患者と相談の上で、手術をすすめてきた。これ

を手術適応として踏襲し、VANS法施行に際して、腫瘍

径は4㎝大までを目安とした。 

 

【当院における術式】 

・ 患者は全身麻酔、仰臥位とする。反回神経損傷予

防のため、全例で神経モニタリングシステム(NIM

-Response 3.0 System, Medtronic. Nerve Integ

rity Monitor：以下NIM)を用いている。カメラは

5mm直視鏡、エネルギーデバイスは BiClamp（Erb

e）を用いる。 

・ 患側鎖骨の尾側に約3cmの皮膚切開を行う。 

・ 胸鎖乳突筋前面に到達し、スマートリトラクター

Sサイズ(TOP)を装着する。 

・ 皮弁の剥離は、頭側は甲状腺上極の操作が十分に

行えるまで、正中側は健側の胸鎖乳突筋が確認で

きるまで行う。 

・ VANS鉤（Mistlessリトラクター、八光）で皮弁を

吊り上げ、術野を確保する。患側頸部に 5mmポー

トを 1か所留置しカメラポートとする。胸鎖乳突

筋の排除には、臼井式甲状腺内視鏡用筋鉤（ゾン

ネ医科工業)と固定具を用いる。 

・ 胸骨甲状筋/胸骨舌骨筋を鈍的に split し甲状腺

被膜に到達する。 

・ 症例によるが基本的には上極→下極と剥離を進め

る。上甲状腺動脈などの血管処理は必要に応じて

クリップを用いる。 

・ 甲状腺下極で NIMを用いて反回神経を同定し、ベ

リー靭帯、甲状腺峡部を切離し、検体を摘出する。 

・ 止血には適宜アビテン（BD）、アリスタ（BD）を用

いる。摘出部にドレーンを留置し閉創する。 

（図1-3） 

 

【方法】 

2019年 1 月～2021 年 12月までの VANS法による甲

状腺切除術について後方視的に手術成績を検証した。 

 

【結果】 

12例の手術を行い、全例が女性であった。年齢中央

値は 56 歳、術前腫瘍径の中央値は 22mm、手術時間中

央値は188分、出血量中央値は10ml、術後入院期間中

央値は 6.5日であった。術中の外切開への移行や、術

後出血、反回神経麻痺などの大きな合併症は認めなか

った。全例術前診断が良性腫瘍のものを適応としたが、



道南医学会ジャーナル第５号 

道南医ジ 5:22 

1例のみ術後病理診断で乳頭癌(pT1b)を認めた（表1）。 

 

【考察】 

まず本手術の導入に関しては、特別に用意する必要

のある手術器具が多い。Mistless retractor、カメラ

ポートであるU-torocar、筋鉤として胸鎖乳突筋・前頸

筋群を排除するU-retractorなどは、VANS法専用の手

術器具である。甲状腺手術の際のエネルギーデバイス

は超音波凝固切開装置であるHARMONIC（Ethicon）・TH

UNDERBEAT（Olympus）を使用している報告もあるが 4-

7)、当科ではバイポーラー型電気メスであるBiclampを

使用している。組織の把持具合とフットペダルとの連

動が必要であり、操作に少々慣れが必要であるが、周

囲への熱電動は超音波凝固切開装置より低く抑えられ、

出し入れする際にも患者、外科医双方に安全であると

考える。止血能力についての単純比較はできないが、B

iclampであるがゆえに止血が困難であった経験はこれ

までにない。反回神経周囲に関してはエネルギーデバ

イスの使用は極力さけ鋭的に行っている。当科ではア

プローチに関わらず、甲状腺手術の際には反回 NIMを

用いている。使用による反回神経麻痺の減少は RCTで

は報告されなかったが、反回神経の位置を確認しなが

ら手術が行えるため、有用である 8,9)。 

当科における手術成績については、手術時間に関し

ては、特に導入初期ということもあって、同程度の甲

状腺腫瘍を切除対象とした襟状切開の手術より 1時間

以上時間がかかる印象である。この点はこれまでの報

告と同様である。ラーニングカーブは約30例といわれ

ており、安定した成績が残せるようになれば手術時間

は1時間程度とも言われている 10)。根治性を保ちなが

ら整容性を高める手術であり、手術時間の単純比較は

できないが、症例を積み重ねて時間短縮にも努めたい。

これまで大きな合併症は認めていない。施設によって

は既にバセドウ病や悪性腫瘍にも適応しているが 11)、

当院ではまだ適応を良性腫瘍のみに絞っている影響も

あると考えている。 

今後は症例を積み重ねて悪性腫瘍などへの適応拡大

を当院でも検討していく予定である。 

 

【結論】 

VANS法は整容性に優れた術式であり、安全に導入す

ることができた。 
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図1. 従来法（襟状切開）とVANS法による手術創の違い（左）と術後の頸部正面写真（右） 
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図2. 当科におけるVANS法による甲状腺右葉切除術時の手術機器セッティング 

 

図3. VANS右葉切除の術中所見。胸骨甲状筋・胸骨舌骨筋間から甲状腺右葉を鈍的剥離で同定する（上）。 

反回神経をNerve Integrity Monitor（NIM）を用いて確認する（下）。 

 


