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0. 概要
0.1. シェーマ

腹腔鏡下肝切除

手術前登録
手術後登録

症例登録システム

退院時登録
再入院時登録

安全性の検討
主要評価項目：術中出血量、開腹移行率
副次評価項目：手術時間、術後在院日数、術後合併症発生率

0.2. 目的
症例登録システムを用いて腹腔鏡下肝切除術の安全性を多施設共同研究によ
り評価する。
0.3. 対象
研究協力施設において施行予定である腹腔鏡下肝切除術の全症例。
0.4. 試験デザイン
主要評価項目：術中出血量、開腹移行率
副次評価項目：手術時間、術後在院日数、術後合併症発生率
0.5. 予定症例数と試験期間
予定症例数：6000 例
試験期間：平成 27 年 10 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日
登録期間：平成 27 年 10 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日
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1. 目的
症例登録システムを用いて腹腔鏡下肝切除術の安全性を多施設共同研究によ
り評価する。
2. 背景と試験計画の根拠
腹腔鏡下肝切除術は 1990 年代始めに報告され 1)、徐々に葉切除などの大きな
肝切除も行われるようになった 2)。腹腔鏡による拡大視効果から繊細な手術が可
能となり、手術スタッフで術野を共有できる点もメリットである。手術成績は、
開腹手術と比較して術中出血量の軽減、術後在院日数の短縮がえられ、長期成
績には差がないとする報告が多い 3-5)。本邦では 2010 年 4 月に腹腔鏡下肝部分
切除術と外側区域切除術が保険収載され、現在では多くの施設で安全に施行さ
れている。しかし、開腹手術との前向き比較試験は行われていないため、内視
鏡外科診療ガイドライン(2014 年版)では推奨度Ｃ１(腹腔鏡手術を行うことを
考慮しても良いが、十分な科学的根拠はない)にとどまっている 6)。
腹腔鏡下手術は開腹手術と比較して手術操作の動作制限を伴う。このため、
腹腔鏡下肝切除術においては不慮の出血に対する対応が安全性の確保には重要
となる。また、肝臓は肋骨に囲まれた臓器であるため他の臓器手術と比較して
も動作制限が大きく、腹腔鏡下肝切除術を安全かつ確実に行うには手術手技の
工夫と習熟が必要である。2014 年 11 月、保険適応外の高難度肝臓手術（部分
切除と外側区域切除を除く）を腹腔鏡手術で行い死亡する症例が続いたとのマ
スコミ報道がなされた。手術と死亡原因の関係等についてはまだ明らかになっ
ていないが、腹腔鏡下肝切除術に対する社会の評価は厳しいものとなった。
腹腔鏡下肝切除術の安全性評価は急務であり、肝臓内視鏡外科研究会は腹腔
鏡下肝切除術の症例登録システムを構築した。手術前、手術後、退院時、再入
院時に予定術式、手術内容、術後経過を登録することで、患者の安全性の担保
および透明性の確保、重篤な有害事象の共有が可能となる。
1) Gagner M, Rheault M, Dubuc J. Laparoscopic partial hepatectomy for liver tumor. Surg
Endosc 6: 97-98, 1992
2) O ʼ Rourke N, Fielding G. Laparoscopic right hepatectomy: surgical technique. J
Gastrointest Surg 8: 213-216, 2004
3) Simillis C, Constantinides VA, Tekkis PP et al : Laparoscopic versus open hepatic
resections for benign and malignant neoplasms̶a meta-analysis. Surgery 141: 203-211,
2007
4) Viganò L, Tayar C, Laurent A, Cherqui D. Laparoscopic liver resection: a systematic
review. J Hepatobiliary Pancreat Surg 16: 410-421, 2009
5) Mirnezami R, Mirnezami AH, Chandrakumaran K et al : Short- and long-term outcomes

6

after laparoscopic and open hepatic resection: systematic review and meta-analysis.
HPB (Oxford) 13: 295-308, 2011
6) 一般社団法人日本内視鏡外科学会(編): 技術認定取得者のための内視鏡外科診療ガイド
ライン 2014 年版. ワイリー・パブリッシング・ジャパン出版. 2014

3. 試験デザイン
3.1. 評価項目の設定
腹腔鏡下肝切除術の安全性を示す術中出血量と開腹移行率を主要評価項目と
した。副次評価項目は手術時間、術後在院日数、術後合併症発生率とした。
3.2. 登録症例数の設定と試験期間
1)症例数
本試験は仮説の検証を目的とした研究ではないため、統計学的考察に基づい
た症例数設計は行わない。本試験では探索的に評価項目を要約する。研究登録
期間に同意の得られた全症例を対象とし 6000 例を予定登録症例とする。
2) 試験期間と登録期間
試験期間：平成 27 年 10 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日
登録期間：平成 27 年 10 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日
3.3. 試験参加に伴って予想される利益と不利益
症例登録する腹腔鏡下肝切除術は各施設で日常行っている診療の範囲であり、
患者が本試験に参加することで得られる特別な診療上・経済上の利益および不
利益はない。
3.4. 本試験の意義
本試験により腹腔鏡下肝切除術の安全性を明らかにできる。この結果により、
腹腔鏡下肝切除術は安全性を担保した手術として今後の普及が期待され、年間
15,000 から 20,000 例の肝切除術の多くに行われると予想される。わが国では
肝癌は悪性新生物死亡原因の第 5 位であり、同じく第３位の大腸癌は約３割に
肝転移を有するが、本術式により根治的かつ低侵襲にこれらのがん治療を行う
ことで、がん患者の QOL の改善と予後の向上が期待される。また、本試験によ
り安全性が最も担保されるべきドナー肝切除への腹腔鏡手術の応用が広がると
考えられる。これは、わが国で年間数百例行われている生体肝移植において、
健常なドナーにかかる肉体的・精神的負担を大きく軽減出来ることを意味して
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いる。本試験により腹腔鏡下肝切除術の有用性が証明されれば、術後在院日数
の短縮から医療経済にも有利であり、患者およびドナーの早期社会復帰が可能
になることから、国民の保健・医療・福祉の向上を通じ社会への貢献も非常に
大きいものと考えられる。
3.5 付随研究
現時点で予定されている付随研究はない。ただし、集積されたデータを用い
た研究は登録施設からの申請により随時検討する。
4. 本試験で用いる基準・定義
4.1. アプローチ法の定義
Pure-laparoscopic procedure (Pure-Lap):
標本摘出には小切開を要するかもしれないが、すべての肝切除手技が、腹腔鏡
用ポートから施行される。
Hand-assisted laparoscopic surgery (HALS):
肝切除を容易に施行するためにハンドポートをあらかじめ設置しておこなう。
Hybrid technique:
Pure-Lap もしくは HALS で手術を開始したのちに実際の肝切除は小切開下で行
うアプローチをいう。
4.2. 全身状態の基準
ECOG PS ： Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status
スコア

患者の状態

0

無症状で社会的活動ができ、制限をうけることなく発病前と同等にふるまえる

1

軽度の症状があり、肉体労働は制限をうけるが、歩行、軽労働や座業はできる

2

3
4

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助がいることもある。軽作業はできな
いが、日中 50%以上は起居している
身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助がいり、日中の 50%以上は就床し
ている
身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている

8

ASA (American Society of Anesthesiologists)
class 1: 器質的,生理的,生化学的あるいは精神的な異常がない。手術の対象となる疾患
は局在的であって、全身的(系統的)な障害を惹き起こさないもの。
class 2: 軽度-中程度の系統的な障害がある。その原因としては外科的治療の対象となっ
た疾患または、それ以外の病態生理学的な原因によるもの。
class 3: 重症の系統的疾患があるもの。この場合、系統的な障害を起こす原因は何で
あっても良いしはっきりした障害の程度をきめられない場合でも差し支えない。
class 4: それによって生命がおびやかされつつあるような高度の系統的疾患があって、
手術をしたからといって、その病変を治療できるとは限らないもの。
class 5: 瀕死の状態の患者で助かる可能性は少ないが、手術をしなければならないもの。

4.3. 肝予備能評価の基準

Child-Pugh 分類
項目

ポイント

腹水
血清ビリルビン値 (mg/dl)
血清アルブミン値 (g/dl)
脳症
プロトロンビン活性値 (%)
A 5-6点

B 7-9点

1

2

3

ない
2.0未満
3.5超
ない
70超

少量
2.0-3.0
2.8-3.5
軽度
40-70

中等度
3.0超
2.8未満
ときどき昏睡
40未満

A

B

C

ない
2.0未満
3.5超
15未満
80超

治療効果あり
2.0-3.0
3.0-3.5
15-40
50-80

治療効果少ない
3.0超
3.0未満
40超
50未満

C 10-15点

肝障害度 (liver damage)
項目

肝障害度

腹水
血清ビリルビン値 (mg/dl)
血清アルブミン値 (g/dl)
ICG R15 (%)
プロトロンビン活性値 (%)

2項目以上の項目に該当した肝障害度が2カ所に生じる場合には高い方の肝障害度をとる。
たとえば、肝障害度Bが3項目、肝障害度Cが2項目の場合には肝障害度Cとする。

4.4. 術後合併症の基準
術後合併症はその種類と Clavien-Dindo 分類によりその程度を記載する。
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Clavien-Dindo分類
I:

正常な術後経過からの逸脱で、薬物療法、または外科的治療、内視鏡的治療、IVR治療を要さないもの。
ただし、制吐剤、解熱剤、鎮痛剤、利尿剤による治療、電解質補充、理学療法は必要とする治療に含めな
い(これらが必要と判断されたり行われたりしていてもGrade Iとする)。また、ベッドサイドでの創感染の
開放はGrade Iとする。
II:
制吐剤、解熱剤、鎮痛剤、利尿剤以外の薬物療法を要する。
輸血および中心静脈栄養を要する場合を含む。
III:
外科的治療、内視鏡的治療、IVR治療を要する。
IIIa:
全身麻酔を要さない治療
IIIb:
全身麻酔下での治療
IV:
IC/ICU管理を要する、生命を脅かす合併症 (中枢神経の合併症を含む)
IVa:
単一の臓器不全 (透析を含む)
IVb:
多臓器不全
V:
患者の死亡

5. 患者選択基準
適格基準
腹腔鏡下肝切除術を予定しており、文書による同意が取得できた患者すべて。
ただし、２０歳未満の患者は文書による保護者の同意を得ること。
除外基準
文書による同意が得られなかった患者
6. 登録
6.1. 施設登録
1) 施設試験責任医師は、倫理審査委員会承認通知書の写し、「施設登録依頼書」
に必要事項を記入の上、データセンターに FAX で送付する。
2) データセンターは施設登録を行い、Web 登録医に必要な ID とパスワードを
施設試験責任医師に e-mail で発行する。
6.2. 症例登録
1) 施設試験責任医師または分担医師は、患者からインフォームド・コンセント
を取得する。
2) インフォームド・コンセント取得後、施設試験責任医師または分担医師は、
登録手順に従い Web より症例登録を行う。
6.3. 登録に際しての注意事項
1) 腹腔鏡下肝切除を行う予定の全症例を登録する。
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2) 登録は術者または指導者による入力が望ましい。
3) 一度登録すると、施設側からの修正・削除はできない。
4) 必ず手術前に登録する。データセンターの確認により手術後の登録と判明し
たものは削除する。
5) 登録に際し不明な点がある場合や、重複登録・誤登録が判明した場合にはデ
ータセンターへ速やかに連絡すること。
6.4. 登録項目
1) 治療開始前
性別、年齢、身長、体重、BMI、倫理委員会の承認、費用、手術対象、疾患名、
占居部位、最大腫瘍径、腫瘍個数、存在部位、主要脈管への近接、画像上の脈
管侵襲、リンパ節転移、肝外転移、感染症、アプローチ法、術式名、術者の手
術経験数、先行手術の有無、全身状態、臨床検査値、腹水の有無、肝性脳症の
有無、Child-Pugh 分類、ICG 検査値、肝障害度、Difficulty Score
2) 手術終了時
手術日、アプローチ法、術式名、切除個数、同時手術の有無、局所凝固療法の
併用、Conversion の有無、手術時間、出血量、輸血の有無、ドレーンの留置、
術中偶発症、背景肝、気腹圧、体位、肝授動の有無、Pringle 法の有無、肝門部
処理法、術中エコーの有無、リンパ節郭清の有無、胆道再建の有無
3) 退院時
手術根治度、水分開始、食事開始、歩行開始、合併症の有無、再手術の有無、
術後在院日数、死亡退院の有無、合併症名とグレード
4) 再入院時 (90 日以内)
再入院日、入院の理由、合併症の有無、再手術の有無、再入院後在院日数、死
亡退院の有無、合併症名とグレード
7. 有害事象発生時の報告・対応
通常診療の観察研究なので、本研究の実施による重篤な有害事象は起こりえ
ない。手術によって生じた有害事象は登録によってその報告とする。
8. 統計的事項
8.1. 解析方法
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登録された全症例を対象として主要評価項目および副次評価項目の解析を行
う。術中出血量、手術時間、開腹移行の有無を従属変数として関連する因子を
Fishers 検定、Mann-Whitney's U test、ロジスティック回帰モデルなどを用い
て探索する.
8.2. 解析の頻度と時期
年 1 回の肝臓内視鏡外科研究会に合わせて、それまでの登録された症例を解
析する。解析結果は肝臓内視鏡研究会で報告し、主な結果をホームページ上に
公表する。
8.3. 最終解析
予定症例数に達した時点で最終解析を行う。

9. 倫理的事項
9.1. 患者の保護
本試験に関係するすべての医師はヘルシンキ宣言(2013 年 10 月フォルタレザ
総会)、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成 27 年 3 月 31 日改訂)
に従って本試験を実施する。
9.2. インフォームド・コンセント
施設試験責任医師または分担医師は、患者に対し十分な理解が得られるよう、
必要事項を記載した説明文書を提供し以下の内容を文書および口頭で詳しく説
明を行う。また、患者が質問する機会と、試験に参加するか否かを判断するの
に必要な時間を与えた上で、参加について文書による同意を得る。患者本人が
試験参加に同意した場合、付表の同意書を用い、説明をした施設試験責任医師
または分担医師名、同意を得た日付を記載し、施設試験責任医師または分担医
師、患者各々が署名する。同意書はコピーし、1 部は患者本人に手渡し、原本は
施設が保管する。２０歳未満の患者については文書による保護者の同意を得る。
1) 当該試験への参加が任意であること
2) 当該試験への参加に同意しないことをもって不利益な対応を受けないこと
3) いつでも不利益を受けることなく撤回することができること
4) 被験者として選定された理由
5) 当該試験の意義、目的、方法、および期間
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6) 予測される当該試験の結果、当該試験に参加することにより期待される利益
及び起こりうる危険並びに必然的に伴う不快な状態、当該試験終了後の対応
7) 当該試験の計画及び方法についての資料の入手もしくは閲覧
8) プライバシーの保護（個人情報の取扱い）
9) 当該試験の実施結果により特許などが生み出される可能性および特許権な
どが生み出された場合の帰属先と研究結果の発表
10)当該試験の実施に係る資金源、起こり得る利害の衝突および研究者などの関
連組織との関わり
11)当該試験の実施に伴う補償の有無と、補償内容
12)問い合わせ、苦情などの窓口の連絡先
13)当該試験の実施及びあなたの参加の重要性
14)倫理審査委員会の種類、各倫理審査委員会において調査審議を行なう事項そ
の他本使用確認試験に係る倫理審査委員会に関する事項
15)費用負担について
16)研究組織
9.3. プライバシーの保護と患者識別
登録患者の氏名はデータセンターに知らされることはなく、患者 ID など、第
三者が直接患者を識別できる情報が、データセンターのデータベースに登録さ
れることはない。試験協力施設内での患者識別のため、各施設で登録時に患者
識別タイトルを付けて入力する。
9.4. プロトコールの遵守
本試験に参加する研究者は、患者の安全と人権を損なわない限りにおいて本
試験実施計画書を遵守する。
9.5. 施設の倫理審査委員会(治験審査委員会：IRB)の承認
本試験の実施に際しては、本試験実施計画書および患者への説明文書が施設
の倫理審査委員会もしくは IRB で承認されなければならない。承認が得られた
場合、施設試験責任医師または分担医師は承認文書のコピーを研究事務局へ
FAX または郵送する。
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9.6. 問い合わせおよび苦情の受付
本試験に関する問い合わせや苦情は、下記への郵送、e-mail、電話、FAX の
いずれかの方法で受け付ける。
郵送先：〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1
岩手医科大学外科学講座医局内 症例登録データセンター
TEL：019-651-5111 (内線 3627)
FAX：019-651-7166
e-mail：soc-lapliver@iwate-med.ac.jp
10.データの取り扱いおよび記録等の保存
10.1. 記録の保存
登録された症例データ、あるいはその写しなどの記録の取り扱いに関しては、
本試験の中止もしくは終了後 5 年間保管し、その後破棄(削除)する。
10.2. 研究成績の使用
本試験に関するすべての情報は機密扱いとする。研究代表者から事前承認を
得ない限り、当該試験以外の目的には使用しない。
11. 研究計画の改訂と早期中止
11.1. 研究実施計画書の改訂
必要に応じて研究実施計画書の改訂を実施し、その内容と理由を各参加施設
の倫理審査委員会に報告し、プロトコールの追加・変更の申請を行う。改訂が
必要と判断される場合、研究代表者または研究事務局の所属する研究機関の倫
理審査委員会での再審査および承認を要する。プロトコールに改訂があった場
合には、各参加施設の試験責任医師は、それに応じて被検者への説明文書を改
訂する。
11.2. 研究の早期中止
以下の事項に該当する場合には、研究実施継続の可否を検討する。
① 被検者の組み入れが困難で予定症例数に達することが極めて困難であ
ると判断されたとき。
② 予定症例数または予定期間に達する前に研究の目的が達成されたとき。
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③ 倫理審査委員会により研究実施計画等の変更の指示があり、これを受け
入れることが困難と判断された時。
研究代表者は、倫理審査委員会により中止の勧告あるいは指示があった場合
は研究を中止する。また研究の中止または中断を決定した時は、速やかに病院
長にその理由とともに文書で報告する。
12.費用負担と補償
12.1. 資金源
症例登録システムは肝臓内視鏡外科研究会の資金(年会費、関連学会援助)で運
用する。医療機器メーカーなど関連企業からの寄付は一切ない。
12.2. 患者の費用負担
本研究(症例登録)は肝臓内視鏡外科研究会の運営費用で行う。腹腔鏡下肝切除
術に伴う検査・入院費用などは、保険適応であれば通常の保険診療で行い、臨
床試験や自費診療の際にはその取り決めで行う。
12.3. 患者の健康被害への対応と補償
本試験は各参加施設における通常行われている日常保険診療を登録・解析す
るものである。従って試験参加期間の診療費ならびに発現した有害事象に対す
る治療費はすべて患者の保険および患者自己負担によって支払われる。
13. 研究結果の帰属と発表
本試験の成果は肝臓内視鏡外科研究会に帰属するものとし、結果の如何に関
わらず研究成果を公表するものとする。研究結果の学会、論文発表に際しては、
発表時点での研究代表者のポリシーに従う。
14. 知的財産権の帰属先
得られた結果から特許などの知的財産権が生み出された場合、その権利は肝
臓内視鏡外科研究会に帰属する。
15. モニタリングと監査
15.1. 定期モニタリング
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試験が安全に、かつプロトコールに従って実施されているか、データが正確
に収集されているかを確認する目的で、原則として年 2 回定期モニタリングが
行われる。モニタリングはデータセンターに収集される登録データに基づいて
行われる中央モニタリングである。データセンターが作成する定期モニタリン
グレポートは、研究代表者、研究事務局、効果・安全性評価委員に提出し、検
討される。
定期モニタリングの目的は、問題点をフィードバックして試験の科学性倫理
性を高めることであり、重篤な有害事象の発生率が高い施設などへの介入や指
導を意図したものではない。
15.1.1. モニタリング項目
① 施設登録状況
② 症例登録状況
③ 開腹移行症例
④ 重篤な有害事象発生例 (Clavien-Dindo 分類 IV 以上)
⑤ 死亡症例
15.2. 施設訪問監査
研究の科学的・倫理的な質の向上を目的として施設訪問監査を行う。研究代
表者が指名した監査担当者が選択された本研究参加施設を訪問し、患者同意文
書の確認、登録データとカルテの照合、腹腔鏡下肝切除術の全例が登録されて
いるかの確認などを行う。
16. 研究組織
16.1. 研究協力施設
肝臓内視鏡外科研究会の世話人および外科系関連学会の学会員に協力を要請
し、倫理委員会の承認がえられた施設より登録を開始する。
16.2. 研究代表者
（肝臓内視鏡外科研究会 代表世話人）
東邦大学医療センター大森病院 金子 弘真
住所：〒143-8541 東京都大田区大森西 6-11-1
TEL：03-3762-4151 (代表)
e-mail：hironori@med.toho-u.ac.jp
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上尾中央総合病院

若林 剛

住所：〒362-8588 埼玉県上尾市柏座 1-10-10
TEL：048-773-1111 (代表)
e-mail：go324@mac.com
16.3. 研究事務局
（肝臓内視鏡外科研究会 事務局）
東邦大学医療センター大森病院 大塚 由一郎
住所：〒143-8541 東京都大田区大森西 6-11-1
TEL：03-3762-4151 (代表)
e-mail：yotsuka@wa2.so-net.ne.jp
岩手医科大学

新田 浩幸

住所：〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1
TEL：019-651-5111 (代表)
e-mail：hnitta@iwate-med.ac.jp
16.4. 効果・安全性評価委員
新潟大学医歯学総合病院医療情報部 赤松宏平
住所：〒951-8502 新潟県新潟市中央区旭町通一番町 754
TEL：025-227-0850 (代表)
慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 宮田裕章
住所：〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
TEL：03-5363-3774
東京女子医科大学消化器外科

山本雅一

住所：〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1
TEL：03-3353-8111 (代表)
16.5. データセンター
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岩手医科大学外科学講座

医局内

住所：〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1
TEL：019-651-5111 (内線 3627)
e-mail：soc-lapliver@iwate-med.ac.jp
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