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Prolift型TVM手術の標準化の試み	



はじめに	

•  近年、ポリプロピレンメッシュを用いた経膣的な骨盤
底再建手術であるtransvaginal mesh (TVM)手術は
再発率が低く、低侵襲な術式として本邦においても
普及しつつある。	

•  それらの骨盤底再建手術の中で最も医学的に検証
されている術式はフランスのTVMグループによって
報告されたものである。（Fatton B et al., Int Urogynecol J 
Pelvic Floor Dysfunct 2007）	

•  この術式は諸外国ではProliftというキット化された
製品として普及している。	



フランスTVMグループが提唱したTVM手術のコンセプト	

–  ダメージを受けた恥骨頸部筋
膜と直腸腟筋膜をメッシュで置

き換える。	

–  骨盤筋膜腱弓（ATFP）を介して
臓側筋膜と壁側筋膜のハン

モック状の接着を回復させる。	

–  膀胱頚部はふれずに温存する	

–  メッシュの脚をATFPに通すと
いう低侵襲のテクニックを用い

てテンションフリーでメッシュを

固定する。	



TVM手術のオリジナルコンセプトとしては	
大きなメッシュを用いて両側のATPFをブリッジする	

J.O.C. Delanceyらのスライドより	



穿刺ニードルを使用する各種のメッシュキット	

AMS：Perigee, Apogee	 Bard: Avaluta	Gynecare: Prolift	

いずれのキットもアームを用いてメッシュを固定することにより
恥骨頚部筋膜および直腸膣筋膜を補強する	



各種のメッシュキットのメッシュサイズ	

AMS：Perigee, Apogee	 Bard: Avaluta	Gynecare: Prolift	

TVMグループのコンセプトであるATFPを介して	
メッシュがブリッジするのはProliftのみ	



日本でのTVM手術の現状	

•  それぞれの術者がそれぞれの型紙を使用し異
なる形状のメッシュを使用している。	

•  使用するニードル、ニードルの穿刺部位、剥離
範囲、メッシュの固定方法に関しても術者により
異なる。	

→TVM手術の手技において標準化が必要では？	



目的	

多施設の骨盤底再建外医が定期的に集まり手術お

よびディスカッションを繰り返すことで、Proliftに準じ

た日本式のTVM（PrTVM）手術を確立し、さらにそれ

を標準化することを試みた。	



過去のPrTVMコンセンサスミーティング	

•  第1	

第1回　2008年　北九州総合病院（福岡） 	第2回　2009年　金沢大学病院（石川）	

第3回　2010年　名鉄病院（愛知）	 	 	第4回　2011年　泉北藤井病院（大阪）	



PrTVMの標準化のポイント	

1.  メッシュの形状	  

2.  剥離	  

3.  前壁第２穿刺	  

4.  メッシュの固定	  

5.  メッシュのフィッティング	  

6.  ブラインドキャッチ	  
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１．Proliftに準じたメッシュの形状を用い、メッシュアームを太く
(2.8-3.0cm)してアームのずれを防ぐ。	
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2．前壁剥離の際に膣壁の折り返しまでは液性剥離された
vesicovaginal	  space（いわゆるライチの層）に沿って行う、それか

らは側方に層を変えて坐骨棘まで剥離する。 
	













ジョンソンアンドジョンソン社と	
共同開発したＴＶＭ穿刺シミュレーター	



骨盤底筋など非常に精工な模型	



坐骨棘	

ATPF	

膣	

直腸	







	
前壁剥離の際に膣壁の折り返しまでは液性剥離された

vesicovaginal space（いわゆるライチの層）に沿って行う、それから
は側方に層を変えて内閉鎖筋に沿って坐骨棘まで剥離する。 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第2穿刺は坐骨棘近傍のしっかりしたところに貫く。	



•  第1段階：ニードル先端は水平で閉鎖孔をつらぬく	
•  第2段階：坐骨棘に向かって斜め下に進ませる	
•  第3段階：ニードルを内側に向かって旋回する	
•  第4段階：上向きのトルクをかけてニードルをすすませ
内閉鎖筋内をすすませる	

•  第5段階：膣内に挿入した指先で筋膜を下方に押しテ
ンションをかけてプチッと貫く	

前壁第2穿刺をしっかり行うのは難しい	

→複雑な動きがまざっている 
	
→前壁第２穿刺の動きを分解しよう	



前段階：膣内に挿入した指で坐骨棘周辺を触知し、ニード

ルを出す部位を把握し、軌道をイメージする	
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第3段階：ニードルを内側に向かって旋回する。	



第4段階：上向きのトルクをかけてニードルをすすませ内閉
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第4段階：上向きのトルクをかけてニードルをすすませ内閉

鎖筋内をすすませる。	
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第5段階：膣内に挿入した指先で筋膜を下方に押しテンショ

ンをかけてプチッと貫く。	



クスコをつかって膀胱側腔のニードルを同定し、糸を引き出します	

第6段階：ニードル先端の孔

に通している糸をフックで

引っ掛けて引き出してくる	



第2穿刺を上からみたイメージ	

右内閉鎖筋	

竹山ニードル	

内側	外側	

背側	

腹側	

坐骨棘	
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第2穿刺を後ろからみたイメージ	

内側	外側	

背側	

腹側	

坐骨棘	

内閉鎖筋	

膣内の示指	



第2穿刺を後ろからみたイメージ	
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腹側	
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第2穿刺を後ろからみたイメージ	
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右内閉鎖筋	

膣内の指	

坐骨棘	

ニードル操作で筋膜をつらぬくときにできるだけ最小限
の筋膜損傷となるように膣内の指で内閉鎖筋にテン

ションをかけるプチッとつらぬく	



右内閉鎖筋	

膣内の指	

坐骨棘	

しっかりと内閉鎖筋にテンションをかける	



右内閉鎖筋	

膣内の指	

坐骨棘	

ニードルが貫く部分の筋膜をニードルに対して	  
垂直にするように膣内の指を操作する。	
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子宮頚部（前壁側）の剥離とメッシュ固定	









メッシュの固定には非吸収糸を使用する。子宮とメッシュの固定は4針
の非吸収糸で行い、メッシュの子宮への固定部分が面となるようにする。	



膀胱頚部の剥離とメッシュ固定	













膀胱頚部のメッシュの固定にも非吸収糸を使用する。膀胱頚部に相当
する膣壁に3針の非吸収糸の運針を行い、メッシュと固定する	



前壁メッシュ	



子宮頚部（後壁側）の剥離とメッシュ固定	

後壁側の	  
子宮頚部	









メッシュの固定には非吸収糸を使用する。子宮とメッシュの固定は4針
の非吸収糸で行い、メッシュの子宮への固定部分が面となるようにする。	



後壁遠位部のメッシュ固定	



後壁遠位部のメッシュの固定にも非吸収糸を使用する。直腸瘤の遠位
部に相当する膣壁に3針の非吸収糸の運針を行い、メッシュと固定する	



後壁メッシュ	
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正確な穿刺はメッシュをしわなく張るために重要	

前壁穿刺後	







Proli;型のメッシュはTVMのコンセプト通りにATPFを関して	  
ブリッジするように骨盤底に張ることができる。	







側方のフィッティングを行い、メッシュがATFPにフィットしてい
ること、アームのテンションの適切であることを確認する	



後壁穿刺後	





直腸診によるメッシュのフィッティングを行い、メッシュおよ
びアームのテンションの適切であることを確認する	
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坐骨棘	

膣	

直腸	



ニードル	



ニードル	



ニードル	

フック	



ニードル	

フック	
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フック	



ニードル	

フック	

ブランドで糸をキャッチ	



ニードル	

フック	



ニードル	

フック	









まとめ	

•  TVM手術は指先の触診により解剖学的ランドマーク
の確認しながら手術を行う。したがって穿刺の位置、
剥離の手法や範囲などを手術中に相互の医師で確認
し合うことは術式を確立する上で有用であると考えら
れた。	

•  また、骨盤底再建手術の複数のエキスパートが集まり、
定期的に手術中に手技を検討するような試みは手術
手技の標準化につながると思われた。	

•  さらにブラインドキャッチ、メッシュのフィッティングなど
の手術手技の工夫を共有できるメリットがあった。	



今後の展望	

今後はこの術式に関して、論文または書籍化してよ

り多くの骨盤底再建外科医と共有したい。またこの

術式に基づいた形で多施設共同研究を行い、エビ

デンスを積み重ねていきたい。	



結語	

多施設の骨盤底再建外科医が４年間にわたり、定

期的に集まり、手術中に手技の確認とディスカッショ

ンを行い、TVM手術手技の標準化を試みた。	


