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目的 

TAPPは腹腔鏡下操作が複雑で、さらに難易度の高い症例もあり
技術評価や指導が難しいとされている。 

 

 ＊当院での定型化によるラーニングカーブについて 

 

 ＊TAPPの難易度を予測する因子について検討した。 

（医）倫生会 三州病院 



対象 

2014年3月からTAPPを導入し、2015年8月までの32症例（初発
30例・再発2例）のうち初発30（左19、右11）例を対象とした。 

 年齢中央値63（22～85）歳 

 男性25人、女性5人 

 手術時間中央値96（60～150）分 

 BMI中央値24（17～31） 

 ヘルニア分類（Ⅰ-1：3例、Ⅰ-2：15例、Ⅰ-3：4例、Ⅱ-1：3例、 

           Ⅱ-2：3例、Ⅱ-3：1例、Ⅳ：1例） 

＊術者は全て卒後10年目以降の外科専門医1名が行った。 

 合併症は水腫2例（定型化前）であった。 

（医）倫生会 三州病院 



方法 

＊定型化前（14例）と定型化＋術前難易度予測スコア導入後  

 （16例）のラーニングカーブについて 

 

＊難易度を予測する9因子： 

  1) 左鼠径     2) 60歳以上    3) BMI25以上 

    4) 内側臍ヒダ萎縮    5) ヘルニア門周囲の癒着 

    6) ヘルニア門への嵌入有無    7) 白色瘢痕の有無 

    8) ヘルニア分類    9) 腹膜の厚さや強度 

 

これらについてretrospectiveに検討した。さらに難易度予測9

因子を高・中・低難易度別にスコア化し解析を行った。 

（医）倫生会 三州病院 



TAPP法 
(transabdominal preperitoneal approach) 

【手術適応】 

 ・全身麻酔が可能、血液凝固異常なし、高度な腹水がなければすべての鼡径 

  ヘルニアに対してTAPPで開始。 

 ・前立腺手術、再発ヘルニア、嵌頓ヘルニアは鏡視下で開始し、所見に応じて  

  前方アプローチと併用。 

 

【体位・使用機器】 

 ・両上肢を体幹につけた仰臥位。 

 ・10mmトロッカー1本、5mmトロッカー2本 

 ・3D内視鏡(オリンパス社、10㎜直視鏡)  

  2D30度斜視5㎜硬性鏡のいずれかを使用。 

 ・剪刀、ハーモニックのいずれかを使用。 

 ・適応に応じて、3DMax Light（BARD®）使用。 

 

 

 

 

 

 

（医）倫生会 三州病院 

術 

カ 直 

右鼠径ヘルニア手術 

術：術者，カ：カメラオペレーター，直：直接介助 



定型化前の手術時間推移 

手術手技の定型化＋難易度評価が必要   

 

 

 

 

 

 

（医）倫生会 三州病院 

症例 

症例10 手術時間150分 

症例14 手術時間141分 症例13 手術時間96分 

症例11 手術時間83分 



定型化された手術手順 

『Step1』 

＊右鼡径ヘルニア：内鼠径輪の外側下縁よりアプローチ。 

＊左鼡径ヘルニア：内側臍靭帯の外側で腹膜ならびに深葉をほぼ一括で切開。 

  ◎右利きの操作を優先する手順。 

＊膜（腹膜、腹膜前筋膜深葉・浅葉、横筋筋膜）を意識した手術を行う。 

＊膜の癒合部分はデバイスで鋭的切離を行い、それ以外はラパガーゼを用いて 

 愛護的に剥離を行う。 

『Step2』 

 症例に応じた手術難易度を剥離前に評価する。 

 

 

 
難易度評価を初発14例の手術映像から解析 

（医）倫生会 三州病院 



（医）倫生会 三州病院 

術前難易度予測スコア 

（   ）歳 （   ）性 身長（   ）cm 体重（   ）Kg  BMI（   ） 
（  ）①左鼠径ヘルニア （右利きの場合）        1点 

（  ） ②年齢60以上                      1点 

（  ） ③BMI25以上                      1点 

（  ） ④内側臍ヒダ萎縮                    1点 

（  ） ⑤ヘルニア門周囲の癒着                1点 

（  ） ⑥ヘルニア門への嵌入                  1点 

（  ） ⑦ヘルニア分類          Ⅰ-3・Ⅱ-3は1点、 Ⅳ・Ⅴ・再発など2点 

（  ） ⑧白色瘢痕範囲                    1点 

（  ） ⑨腹膜の厚さや強度                  1点 

手術時間： （   ）分（剥離～腹膜閉鎖時間：   分） 出血： （  ）ml 

  剥離： （   ）分、 メッシュ固定： （   ）分、 腹膜閉鎖： （  ）分 

0～3点（低度） 
4～6点（中等度） 
7～10点（高度）に分類 

難易度は（     ）度 （   点） 



手術症例 

（医）倫生会 三州病院 

症例11 50歳 男性 右外鼠径ヘルニア 手術時間：83分 

右鼠径、BMI24、内側臍ヒダ萎縮なし、ヘルニア門周囲の癒着なし、ヘルニア門への嵌入組織なし、
ヘルニア分類（Ⅰ-1）、白色瘢痕範囲狭い、腹膜の厚さや強度：通常→難易度は低度（0点） 

症例10 64歳 女性 左外鼠径ヘルニア 手術時間：150分 

左鼠径、BMI25、内側臍ヒダ萎縮あり、ヘルニア門周囲の癒着あり、ヘルニア門への嵌入組織あり
、ヘルニア分類（Ⅰ-2）、白色瘢痕範囲広い、腹膜の厚さや強度：脆い→難易度は高度（7点） 



手術症例 

（医）倫生会 三州病院 

左鼠径、BMI25、内側臍ヒダ萎縮なし、ヘルニア門周囲の癒着あり、ヘルニア門への嵌入組織あり
、ヘルニア分類（Ⅰ-2）、白色瘢痕範囲広い、腹膜の厚さや強度：脆い→難易度は高度（7点） 

症例14 66歳 男性 左外鼠径ヘルニア 手術時間：141分 

左鼠径、BMI25、内側臍ヒダ萎縮なし、ヘルニア門周囲の癒着なし、ヘルニア門への嵌入組織なし、
ヘルニア分類（Ⅰ-3）、白色瘢痕範囲広い、腹膜の厚さや強度：脆い→難易度は中等度（6点） 

症例13 56歳 男性 左外鼠径ヘルニア 手術時間：96分 



（医）倫生会 三州病院 

症例 症例 

剥離時間 

腹膜閉鎖時間 

定型化+術前難易度予測スコア導入前後の比較 

N=16 N=14 

総手術時間 

P=0.0098 P<0.001 

腹膜剥離 腹膜閉鎖 

P=0.0007 

総手術時間、腹膜剥離、腹膜閉鎖時間で有意差あり． 



（医）倫生会 三州病院 

手術難易度の関与が予想される因子 

P=0.0038 

N=13 N=17 

年齢 
難易度を予測する9因子： 
1) 左鼠径 

2) 60歳以上    

3) BMI25以上 

4) 内側臍ヒダ萎縮     

5) ヘルニア門周囲の癒着 

6) ヘルニア門への嵌入有無     

7) 白色瘢痕の有無 

8) ヘルニア分類     

9) 腹膜の厚さや強度 

P=0.0104 

N=8 
N=22 

ヘルニア門周囲の癒着 

P=0.0476 

N=5 

N=25 

ヘルニア門への嵌入 

P=0.0381 

N=20 
N=10 

白色瘢痕範囲 

P=0.0168 

N=13 N=17 

腹膜の厚さや強度 

9因子中、5因子で有意差あり． 



（医）倫生会 三州病院 
難易度スコアが高くなるにつれて総手術時間，腹膜剥離，腹膜閉鎖が有意に延長した． 

時間別とTAPP難易度スコアの2変量関係 

P=0.0004 

総手術時間 

P<0.0001 

剥離時間 

難易度スコア 

0～3点（低度） 
4～6点（中等度） 
7～10点（高度）に分類 

P=0.2906 

メッシュ挿入固定時間 

P=0.0023 

腹膜閉鎖時間 



（医）倫生会 三州病院 

3グループ間で有意差あり． 

手術時間における難易度別での3グループ間の比較 

P=0.0127 
N=3 

N=12 

N=15 

中央値：100分 

中央値：141分 

中央値：83分 



結果 

＊定型化＋術前難易度予測スコア導入後は、総手術時間（中央値  

 106→82分p＝0.0098）、剥離時間（中央値50→35分p＜0.001）、 

 腹膜閉鎖時間（中央値17→10分p＝0.0007）が有意に短縮された。 

 

＊手術時間延長に寄与する因子は、60歳以上（p＝0.0038）、ヘルニ  

 ア門周囲の癒着（p＝0.0104）、ヘルニア門への嵌入（p＝0.0476）、  

 白色瘢痕（p＝0.0381）、腹膜の厚さや強度（p＝0.0168）の5因子で 

 あった。 

 

＊高・中・低難易度別での手術時間中央値は141、100、83分で有意  

 差を認めた（p＝0.0127）。 

（医）倫生会 三州病院 



考察 

我々が考案した術前難易度予測スコアを用いることで、難易
度に応じた適切な術者の選択や解剖を把握した手術操作が
可能となり、手術時間短縮や合併症低下に寄与できると考え
られた。 

（医）倫生会 三州病院 


