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はじめに	

•  骨盤臓器脱に対し再発の少ない方法として、本邦では経膣
メッシュ手術が広く行われるようになっている。	

•  フランスTVMグループが開発し、オリジナルのTVMである
Proliftは比較的大きなメッシュを用いる。	

•  我々は多施設でProliftに準じた形状のメッシュを用いたTVM
の標準化を行い、その成績についても検討してきた。	
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Prolift型TVM手術の標準化の試み	

2012年TVM研究会より	



•  Prolift型TVM手術は比較的大きなメッシュを用いるために非
常に強力に骨盤底の再建が可能である。しかしながら穿刺

が適切でないとメッシュがしわになりやすいという欠点をもつ。	

•  一方、近年比較的小さなメッシュを用いて、前壁側から仙棘
靭帯（SSL）にアプローチし、メッシュを固定するという方法が

広まりつつある。このコンセプトに基づいてAMS社よりElevate、

Boston Scientific社からUpholdというキットが出されている。	

•  2011年の米国FDAの経膣メッシュ手術に対する警告以来、
数種のメッシュキットが販売中止となり、ElevateやUpholdなど

のメッシュキットは現在のところ経膣メッシュ手術の主流とな

りつつある。	

•  最近、我々はElevateに準じたメッシュを用い、またこれまで
のTVM手術の穿刺手技を組み合わせることでElevate型TVM

手術を行っている。	



本検討の目的	

•  中等度の骨盤臓器脱に対するElevate型TVM手
術の有用性や問題点を明らかにし、本邦におけ

る経膣メッシュ手術の今後の方向性や可能性を

みいだす。	



Elevate Anterior Repair System（AMS）	

SSLに打ち込むアン
カー付きのアーム	

コアの部分のメッシュ	

膀胱側	

子宮側	



Elevate Anterior Repair System（AMS）	

Complications in the current trial may have been kept to a
minimum secondary to this variable.

Conclusion

In conclusion, we have found the vaginal repair of anterior/
apical wall prolapse utilizing a lightweight soft type I
anterior wall mesh placed via the Elevate system—a safe,
minimally invasive, and effective procedure for the treat-
ment of anterior wall prolapse in this subset of mostly post-
menopausal patients. We feel that the role of mesh in
vaginal repairs is in its infancy, and much study still needs
to be done to determine the ideal material to be utilized and
the optimal way to place and attach the graft vaginally and

the proper patient to utilize it in; however, it can be
expected that improvements in technology and techniques
will continue to improve outcomes. The small self-fixating
tips on the arms of the Elevate procedure that hold the mesh
in place are one of the least invasive approaches to fixate a
mesh graft in place vaginally to date. The elimination of
trocar-based, blind needle passes through the groins also
seems to decrease the risk of complications. We do
recommend further prospective studies with longer-term
follow-up to further help delineate its role in clinical
practice.

Fig. 3 Final adjustment of the graft into place. The bladder neck
portion of the graft has been fixated to the levators and the apical
portion of the graft is slid up the arms in a tension-free manner to
elevate the anterior wall and vault. (Reproduced with permission from
AMS)

Fig. 2 Close-up view of the small self-fixating tip attaching into the
ligament (Reproduced with permission from AMS)

Questionnaire (n) Pre-operative score Post-operative score Mean improvement P value

IIQ-7

Sling (37) 33.2±26.0 16.6±24.6 16.6±28.8 0.001

No sling (21) 28.1±26.0 13.6±22.1 14.5±24.3 0.013

T test(between groups) 0.48 0.65 0.72

UDI-6

Sling (38) 45.1±23.6 26.0±27.0 19.0±28.6 <0.001

No sling (22) 38.5±32.2 16.4±19.0 22.1±35.1 0.008

T test(between groups) 0.37 0.15 0.72

UDI subscales

Irritative

Sling (37) 53.2±31.4 26.8±33.5 26.6±37.6 <0.001

No sling (21) 48.4±32.9 27.3±31.1 20.6±40.8 0.031

Stress

Sling (36) 49.1±27.0 28.4±31.6 19.9±38.4 0.004

No sling (20) 36.7±33.6 20.5±28.1 20.8±33.7 0.012

Obstructive

Sling (35) 44.0±33.6 17.6±24.8 25.7±29.0 <0.001

No sling (21) 34.1±35.5 12.1±18.7 21.4±39.1 0.021

Table 6 IIQ-7/UDI-6 scores
(and UDI-6 domain scores) in
patients with and without con-
comitant sling at time of surgery
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近位部はSSLにアンカーを打ち込
むことで固定する。遠位部はアン
カーを内閉鎖筋に打ち込んで固
定する。	

前後2本ずつ、計4本のアームを
固定することで頂部と前壁をサ
ポートする。	

SSLに固定	

内閉鎖筋膜	  
に固定	



我々が行っているElevate型TVM手術	

コアの部分のメッシュ	

膀胱側	

子宮側	

~メッシュの形状~	

コアの部分はElevateと同様の形状。前側と後側
に4本のアームを付けた形状とした。アームの太
さは３cmとした。	

膀胱側	

子宮側	

Elevateのメッシュ	



我々が行っているElevate型TVM手術	

SSLに打ち込むアン
カー付きのアーム	

コアの部分のメッシュ	

膀胱側	

子宮側	

~メッシュの固定~	

遠位部のメッシュ	 近位部のメッシュ	

島田ニードルにより閉鎖孔
貫通による固定	

竹山ニードルによりSSL貫通
による固定	

従来のTVMと同様に穿刺、貫通によるメッシュの固定を行った。	



Elevate型TVM手術を選んだ理由	

•  現在、世界的にも使用されているキットに準ずるべきではな
いか。(※Proliftは販売中止となっている。)	

•  これまで行われていた6本のアームから、4本のアームへの
移行は抵抗が少ない。	

•  閉鎖孔や仙棘靭帯を貫通するメッシュの固定の強力さは過
去の多くのTVM手術症例によって確立している。	

•  Elevateの成績は報告されある程度確立している。	
1.  Int Urogynecol J (2012), Robert D. Moore et al	
2.  Int Urogynecol J (2012), H. Azaïs et al	

既存のコンセプトを組み合わせることで、ある程度信頼性の
ある術式が確立可能となるのではないか。そして本邦での
経膣メッシュ手術に方向性が打ち出せるのではないか	



対象	

•  骨盤臓器脱に対してElevateの形状に準じたメッシュを用いて、
TVM手術を行い、術後2ヶ月の評価が可能であった54例を対
象とした。	  

適応	

•  POP-‐Q	  stage	  IIまたはIIIで手術治療を希望される患者	  

除外基準	

•  POP-‐Q	  stage	  IVの症例	  
•  高度の直腸瘤を有する症例	  
•  残便感、排便困難などの排便症状を有する症例	  
•  子宮摘除症例	  



n=54	

平均年齢	 65.5 歳　(43～82歳)	

出産回数(中央値)	 2回　(1～4回)	

平均BMI	 24.3　(15.8-29.4)	

POP-Q stage	
Stage II　10例	

Stage III　44例	

患者背景（n=54）	



平均手術時間	 54分（40-74）	

術中合併症	

出血(中央値）	 75(10-700)	

出血（>300ml）	 4例	

術後合併症	

尿閉	 2例*	

一過性残尿	 8例	

血腫	 4例	

尿路感染症	 １例	

手術成績	

*	  2例に対して開創してメッシュを緩めた。	



Pre-operative	 2 months post-operative	

Aa 	 1	 -2.7	

Ba 	 1.6	 -2.7	

C 	 -1.8	 -7.1	

TVL 	 7.1	 7.8	

Ap 	 -1,2	 -2.8	

Bp 	 -0.5	 -.2.8	

Stage 0-I	 0	 52	

Stage II	 5	 2*	

Stage III	 46	 0	

Stage VI	 0	 0	

解剖学的結果	

*	  2例のstage IIはいずれもAa点の下垂	















Elevate型TVM手術の穿刺のコツ	

•  第1穿刺は強湾（島田）ニードルで通常の穿刺	
–  従来のTVMと同様	

•  第2穿刺は弱湾（竹山）ニードルで穿刺	
–  ニードルが動いている感触がわかりにくい	
–  イメージ的にはTVMのposteriorの穿刺と同じ感覚	
–  組織を貫くにはTVMのposteriorの穿刺と比べて抵
抗が大きい	

–  SSL上に置いた人差し指の上にブレイスキー鉤の
2cmを置いてニードルをうける	

•  糸をとるのはブラインドキャッチ	
–  ニードルはほとんどみえないことが多い	
–  ニードルとブレイスキーの保持が重要	

島田ニードルにより閉鎖
孔貫通による固定	

竹山ニードルによりSSL貫通
による固定	



Elevate型TVM手術の剥離のコツ	

•  坐骨棘までは通常のTVMと同様	
•  SSL前面のexposureを行う	

–  坐骨棘から横方向（仙骨方面）にsweepするように剥離すると習った。
しかしながら、そのようにすると出血する症例がみられる	

–  坐骨棘から一旦、手前に引いて、SSL前の組織をSSL方面に押すよう
に剥離していくと出血は減った（後述）。穿刺部位のSSLが触知できる

までSSL上の組織を頭側に押すように剥離する。	





初期の剥離	



初期の剥離	



初期の剥離	



初期の剥離	



現在の剥離	



現在の剥離	



現在の剥離	



現在の剥離	



現在の剥離	



Elevate型TVM手術の利点	

•  手術時間が短い	
–  １時間以内のことが多い	

•  内診所見が良好	
– アームがほとんど触れない	
– 子宮の挙上効果は非常に強力	

•  メッシュのfixation systemについては、信頼性が
期待できる。	

– 従来の穿刺システムを利用している	
–  Apical supportがSSLを利用するために安定したサポー
トが可能（cf. A-TVM）	



Elevate型TVM手術の問題点	

•  穿刺と糸を取るのが難しい	
– 穿刺部位が非常に深い	

•  剥離にややコツがいる	
– 剥離方法によっては出血が多い症例がみられる	

•  テンション調節に確立した方法がない	
– テンションが強すぎると膀胱底部側の開大を妨げ、排尿
困難を誘発する可能性を推測している。	

•  すべての症例に適応があるわけではない	
– 今のところAnterior & Apical supportのみ	



まとめ	

•  Elevate型TVM手術は比較的短時間で施行可能であり、
骨盤内臓器の挙上効果も良好であることがわかった。	

•  現在のところ、キットを用いないで行うElevate型TVM手術
は穿刺の難易度が高いためにすべての婦人科医や泌尿

器科医に推奨できるものではない。	

•  穿刺デバイスまたはキットの導入により、より小さいサイ
ズのメッシュを用いた経膣手術は、低侵襲手術として多く

の骨盤底再建外科医にとって有用な術式となりうる考えら

れた。	



Our	  message	

•  このような試みが本邦における経膣メッシュ手術に対する
新たな方向性を示すことになったと考える。	

•  より多くの骨盤底再建外科医が安全、確実な治療が行う
ことができるように、学会や企業などが連携してnext step

に進んでいくこと大きく期待する。	



北九州総合病院 

Thank you for you attention! 
ご静聴ありがとうございました。	


