手掌多汗症に対する胸腔鏡下低位交感神経遮断術による日帰り手術の現況と術後アンケート調査結果
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おだクリニック日帰り手術外科

はじめに

垂れ落ちる程度）：84 例（44.9%）であった．

手掌多汗症は手掌からしたたり落ちるよう

手術時年齢は 27.2±9.1 歳，発症年齢は 7.5±

な過剰な発汗を認める原因不明の疾患で，患者

4.8 歳，家族内発生を 62 例（33.2%）に認めた．

の精神的な悩みは想像以上に大きい．幼児期か

ラリンジアルマスクによる全身麻酔下に原則

ら青年期に発症し，家族内発生もあり，疫学的

として右側，左側の順に手術を行い，それぞれ

には 2～5%程度

1）2）

の罹患率である．腋窩，足

腋窩 3mm 径の 2 ポート法で第 4 肋骨上の胸部交

底に過剰発汗を伴うことも多い．手掌多汗症患

感神経幹を肋骨下縁から肋骨上縁を少し越す

者の発汗は精神的緊張や情動的興奮に対する

ところまで広く電気焼灼して切断した（図 1）．

精神性発汗で交感神経系の過剰反応が関与し
ている 3）．保存的治療法では十分な治療効果
が得られないことが多く，1978 年に Kux4）が手
掌多汗症に対する胸腔鏡下交感神経遮断術
（endoscopic thoracic sympathectomy，ETS）
の良好な結果を報告して以来，わが国でも手掌
多汗症に対して胸腔鏡下胸部第 2 または第 3
交感神経遮断（T2-ETS または T3-ETS）が急速
に普及した．しかし手汗に対してはほぼ 100%
の治療効果あるものの，夏の暑いときや運動時
に背中や胸から過剰な発汗がでる代償性発汗

図１

胸腔鏡下低位（胸部第 4）交感神経遮断

が必発するために手術を後悔する症例があっ

術(T4-ETS)

た．今回，手掌多汗症に対する胸腔鏡下低位（胸
部第 4）交感神経遮断（T4-ETS）の手汗の効果，

両側 T4-ETS の平均手術時間は 10.0±3.3 分だ

代償性発汗の程度，患者満足度を検討した．

った．術後 2 時間後に胸部 X 線写真で気胸，血
胸がないことを確認し，術後約 3 時間で退院し

対象および方法
2007 年 10 月から 2008 年 6 月までに当院で
日帰り手術による T4-ETS を施行した手掌多汗

た．大半の患者は手術翌日から日常生活に戻り
社会復帰した．術後 1 年，3 年，5 年後に電話
アンケート調査を行った．

症患者 187 例（男 76 例，女 111 例，年齢 12-70
歳）を対象とした．過剰発汗部位は手掌以外に
腋窩 101 例（54.5%），足底 173 例（92.5%），

結

果

1 年後，3 年後，5 年後のアンケート回答率

顔面 22 例（11.8%）で，軽度～中程度の赤面症

はそれぞれ 80.7% （151/ 187），54.5%

を 58 例（31.0%）に認めた．術前の手汗発汗レ

（102/187），55.1%（103/187）であった．手

ベルを 3 段階に分類すると，Grade 1（手のひ

汗に対する効果は完全に発汗が停止した症例

らに汗がにじむ程度）：53 例（28.3%），Grade

は 1 年後，3 年後，5 年後で 40.4%，45.1%，45.6%

2（手のひらに水滴の汗ができる程度）：50 例

（以下同順）と効果が持続していたが，ほぼ停

（26.7%），Grade 3（手のひらから水滴の汗が

止した症例は 47.0%，36.3%，32.0％と少しず

つ減少し，暑い時期や過度の緊張時に軽度～中

代償性発汗と術前の手汗レベルとの間に相関

程度の手汗を認めるようになった症例は

関係はなく，手掌の減汗量と代償性発汗量は無

12.6%，16.7%，19.4%と経時的に増加した（図

関係であった（図 5）．

2）．手汗の完全停止とほぼ停止を合わせると
5 年後の有効率は約 80%であった．

図5
図2

手汗に対する T4-ETS の効果

代償性発汗と術前の手汗レベルの関係

患者満足度は大満足 60.3%，51.0%，50.5%，満
足 27.2%，37.3%，35.0%，やや満足 10.6%，8.8%，

5 年後の手汗に対する効果と術前の手汗レベ

7.8%，やや不満 2.0%，2.9%，6.8%であった（図

ルとの間に相関関係はなかった（図 3）．

6）．

図3

図6

手汗に対する T4-ETS の効果と術前の手

T4-ETS 後の患者満足度

汗レベルの関係
手術を後悔した患者はなく，ほぼ全員（98.7%）
代償性発汗は少量 60.3%，53.9%，50.5%，中程

が手掌多汗で悩む患者に T4-ETS を勧めると答

度 21.2%，19.6%，24.3%で過剰な発汗はなく，

えた．やや不満と答えた症例は調査期間中に少

経時的に代償性発汗量が増加することはなか

しずつ増加したが，5 年後にやや不満と答えた

った（図 4）．

7 例のうち 5 例は中程度の代償性発汗，2 例は
軽度～中程度の手汗残存が不満理由であった．
手汗が完全に再発した症例は 3 例（1.6%）で，
再発時期は術後 3 か月，12 か月，60 か月であ
った．軽度～中程度の再発は 17 例（9.1%）で
あった．再発例のうち 6 例（3.2%）は二期的に
T3-ETS を施行したが，手汗は再び停止し過剰
な代償性発汗は生じなかった．
考

察

2001 年に Lin と Telaranta5）は発汗部位と胸
図4

T4-ETS 後の代償性発汗

部交感神経の遮断レベルを分類し，赤面症や顔

面・頭部多汗症に対して T2-ETS，手掌多汗症

性発汗を理由にやや不満と答えた患者があっ

に対して T3-ETS，腋窩多汗症に対して T4-ETS

た．したがって ETS を行う際には代償性発汗に

を推奨した．一方，代償性発汗は高位の胸部交

関する十分なインフォームドコンセントが極

感神経を遮断するほど高度になることが知ら

めて重要であることは言うまでもない．

6）

れている

．代償性発汗は視床下部の体温調

節中枢を介するフィードバック機構により，背
中，胸，ふとももなどに過剰な発汗をきたす現

結

語

T4-ETS は術後に手汗が少し残存し数年後に

象で，夏の暑い時期は上着がびっしょり濡れる

再発する症例もあるが，過剰な代償性発汗はな

など多汗症患者の QOL をかえって損ねる結果

く患者満足度が高く，保存的治療に抵抗する手

となる

7）

．

掌多汗症に対して第一選択になると思われた．

本邦では手掌多汗症に対する手術適応につ
いて 2010 年に日本皮膚科学会雑誌に診療ガイ
ドライン 8）が発表されたが，神経遮断レベル
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