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要旨
直腸癌手術は比較的難易度の高い手技であり，修
練 初 期 に 安 全 に 行 う た め に， 患 者 選 択 を 慎 重 に 行
う必要がある．本研究では，腹腔鏡補助下直腸手術
（ laparoscopic-assisted rectal surgery, LARS ）と
ロ ボ ッ ト 支 援 下 直 腸 手 術（ robotic-assisted rectal
surgery, RARS ）の learning curve 形成期に適した患
者選択の指標を目的に，患者背景，画像所見と手術成
績から，難易度に関わる因子を検討した．多変量解析

では，LARS は血管結紮位置，骨盤入口径，腹部内臓
脂肪面積，骨盤容積，RARS は直腸容積が難易度因子
として抽出された．手術法による交互作用の検討では，
LARS と比較し RARS で直腸容積が有意に難易度を上
げる因子となっていた．他の多くの因子で LARS と
RARS の回帰直線が正負逆の傾きを示す結果となり，
ロボット支援下手術では腹腔鏡下手術とは違った教育
プログラム構築の必要性が示唆された．

Key words： rectal cancer, laparoscopic-assisted rectal surgery,
robotic-assisted rectal surgery, learning curve, surgical difficulty

I．緒

言

端の陽性率が高いとの報告がある 11, 12）．LS の鉗

直腸癌手術は，狭い骨盤腔内にある直腸を自

子は直線のため，狭い骨盤腔では操作が制限さ

律神経や肛門機能を温存しながら，腫瘍学的に過

れることがある．その短所を補ったロボット支

不足なく剥離・授動することが要求される．そ

援下手術（robotic surgery, RS）の鉗子は，先

のため，大腸癌手術の中で最も難易度が高い手

端が多関節のため狭い空間での精密操作に適し

1）

技とされているが ，わが国における直腸癌手

ており，直腸癌手術における有用性が期待され

術は，その 6-7 割が腹腔鏡下手術（laparoscopic

ている 13, 14）．ロボット支援下直腸手術（robotic-

surgery, LS）で行われているのが現状である 2）．

assisted rectal surgery, RARS）が 2018 年に保

腹 腔 鏡 下 大 腸 癌 手 術 は， 開 腹 手 術（open

険適用となってからは RS を選択する施設も増

surgery, OS）と比べると長期成績に差はなく，

え，その患者数は年々増加傾向にある．

短期成績では優越性を示す報告が多い

3-10）

．し

難 易 度 の 高 い 直 腸 癌 手 術 は， い ず れ の 手

かし，直腸癌では LS は OS と比べ外科的剥離断

術法においても成長曲線の初期段階にあたる
learning curve 形成期にはある程度の時間が必
要となる．この時期に安全に手術を行うことは
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重要で，修練期相応の患者選択が必要である．
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これまでさまざまな難易度予測因子の検討が報

本研究はヘルシンキ宣言および人を対象とする

告され，当教室でも 2018 年に直腸癌に対する

医学系研究に関する倫理指針に従って実施さ

腹腔鏡補助下低位前方切除術における手術予測

れ，岩手医科大学倫理委員会の承認のうえ施行

因子の検討を行い，骨盤容積（pelvic volume,

した（MH2020-139）
．

PV）がその難易度予測となりうることを報告し
た

15）

．しかし，既報告のほとんどは熟練した外

科医の検討であり，learning curve 形成時期に
限定した報告はない．

2．方法
1）臨床的因子の測定
診 療 記 録 か ら， 年 齢， 性 別，body mass
index（BMI）
，腫瘍主占拠部位，肛門縁からの

腹腔鏡補助下直腸手術（laparoscopic-assisted

距離，壁深達度と stage 分類を抽出し，壁深達

rectal surgery, LARS）は，狭い骨盤腔における

度，stage 分類は大腸癌取り扱い規約第 9 版に

鉗子の操作制限という短所があるが，RARS で

則り評価した 21）．手術記録から，手術時間，出

は多関節機能によりその欠点を補い，さらによ

血量，術式，郭清度と郭清時の血管結紮位置を

り精密な操作を行うことが可能となる．しかし，

抽出した．手術動画記録から，腹腔内操作時間

RARS は腹腔外におけるロボットのアーム同士

（abdominal operative time, AOT）を中枢側郭清

の干渉による操作制限といったロボット特有の

開始から結腸授動終了までの時間，骨盤内操作

欠点も存在する．そのため，learning curve 形

時間（pelvic operative time, POT）を直腸授動

成時期における難易度因子は手術法により異な

操作開始から直腸授動終了までの時間と定義し

る可能性があり，独自の特性を考慮した症例選

て計測した．

択を行うことが重要と考える．

2）解剖学的因子の測定

本研究では，LARS および RARS の難易度の

解剖学的因子は，CT 画像を 3 次元画像解析

影響因子の検討を行い，learning curve 形成時

シ ス テ ム で あ る SYNAPSE VINCENT（ 富 士

期に適した患者について検討し，さらに LARS

フイルムメディカル，東京）を用いて計測し

と RARS の手術法の違いによる難易度の影響因

た．CT 撮影前のプレパレーションなどは行わ

子についても解析した．

なかった．画像因子は，評価者 1 名が 2 回計測
を行い，級内相関係数を用いて信頼性を確認し

II．研究材料および方法

た．腹部皮下脂肪面積（subcutaneous fat, SF）
，

1．対象

腹部内臓脂肪面積（visceral fat, VF）は臍の高

岩手医科大学附属病院外科において手術を

位で計測し（図 1）
，直腸間膜内の内臓脂肪面

行った直腸癌 Ra，
Rb，
P 患者 75 名を対象とした．

積（pelvic visceral fat, PVF）は坐骨棘レベルで

日本内視鏡外科学会の技術認定取得者（術者 A）

計測した（図 2）
．恥骨上縁から仙骨上縁まで

が 2012 年 7 月から 2015 年 3 月までの learning

を骨盤入口径（pelvic inlet，Inlet）
，恥骨下縁

curve 形成期に施行した LARS
（低位前方切除術，

から尾骨下縁までを骨盤出口径（pelvic outlet，

直腸切断術，ハルトマン手術）50 名と，2018 年

Outlet）として計測し，さらに PV，直腸容積

5 月から 2020 年 2 月までの learning curve 形成

（rectal volume, RV）
，腫瘍容積（tumor volume,

期に行った RARS（同術式）の 25 名より，後方

TV）の計測を行った．PV は上縁が Inlet，腹側

視的にデータ収集を行い検討した．本研究では，

は恥骨背面から直腸固有筋膜のライン，背側は

文献報告から，learning curve 形成期の連続し

仙骨と尾骨の全面，下縁は Outlet を境界と定義

た経験患者数は，RARS では約 15 ～ 44 名
LARS では約 40 ～ 90 名 と設定した．

16-18）

，

し，矢状断で 10 枚のスライスの断面をプロッ
トすることで 3 次元画像を構築し，容積を計測
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図 1．SF，VF の測定法
臍の高位で SYNAPSE VINCENT で自動的に
SF，VF を算出．青が SF，赤が VF を示す．
腹部皮下脂肪面積（SF, subcutaneous fat）; 腹
部内臓脂肪面積（VF, visceral fat）
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図 2．直腸間膜内の内臓脂肪面積の測定法
坐骨棘レベルで計測．
直腸内臓脂肪面積 ＝ ② - ①．

図 3．PV の測定法
A．矢状断で上縁が骨盤入口径，腹側は恥骨背面から直腸固有筋膜のライン，
背側は仙骨と尾骨の全面，下縁は骨盤出口径を境界として均等な間隔で
10 スライスをプロットする．
B．スライスをもとに抽出した PV の 3D モデル
骨盤容積（PV, pelvic volume）

した（図 3）
．RV は骨盤容積の範囲内で腫瘍を

使用した．目的変数を AOT，POT，出血量と

含む直腸と直腸間膜を矢状断で 10 スライスを

してそれぞれ単変量解析を施行し，統計学的な

抽出し，PV と同様に計測した．TV は冠状断で

因果関係のある手術因子を列挙した．単変量解

プロットし PV と同様に計測した．手術難易度

析では p < 0.1 を関連因子とした．また，臨床

因子は，AOT，POT および出血量とした．

学的に重要な観点を考慮し，重回帰分析を用い

3）統計学的検討

て多変量解析を行った．多変量解析では p < 0.05

統計解析には EZR（自治医科大学さいたま医
療センター，埼玉）を使用した

22）

を有意な因子とした．

．連続変数の

さらに，LARS と RALS の手術法自体の違い

正規性の検定には Kolmogorov-Smimov 検定を

による難易度の影響因子の違いを比較する目的

用いた．2 群間の連続変数の比較には t 検定を

で交互作用効果を検討，交互作用項を含めて重
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表 1．AOT 関連因子における単変量解析
変量

LARS（p 値）
0.003
0.253
0.117
<0.001
0.425
<0.001
0.998
0.339
0.092

年齢
性別
BMI
術式
郭清度
血管結紮位置
Stage
SF
VF

RARS（p 値）
0.549
0.885
0.343
0.391
0.583
0.710
0.184
0.251
0.141

有意水準 p < 0.1		
腹腔内操作時間（AOT, abdominal operative time）;
腹部皮下脂肪面積（SF, subcutaneous fat）; 腹部内
臓脂肪面積（VF, visceral fat）
．
表 3．出血関連因子における単変量解析
変量

LARS（p 値）

年齢
性別
BMI
腫瘍主占拠部位
Distance from AV
術式
郭清度
血管結紮位置
壁深達度
Stage
SF
VF
Inlet
Outlet
PV
RV
PVF
TV

0.266
0.021
0.913
0.924
0.621
0.611
0.373
0.995
0.824
0.141
0.397
0.463
0.102
0.312
0.003
0.356
0.305
0.166

RARS（p 値）
0.925
0.397
0.209
0.491
0.470
0.682
0.747
0.713
0.024
0.068
0.379
0.652
0.639
0.849
0.269
0.058
0.151
0.087

有意水準 p < 0.1		
肛門縁からの距離（Distance from AV, anal verge）;
腹部皮下脂肪面積（SF, subcutaneous fat）; 腹部内
臓脂肪面積（VF, visceral fat）; 骨盤入口径（Inlet,
pelvic inlet）; 骨 盤 出 口 径（Outlet, pelvic outlet）;
骨 盤 容 積（PV, pelvic volume）; 直 腸 容 積（RV,
rectal volume）; 直腸間膜内の内臓脂肪面積（PVF,
pelvic visceral fat）; 腫瘍容積（TV, tumor volume）．

表 2．POT 関連因子における単変量解析
変量

LARS（p 値）

年齢
性別
BMI
腫瘍主占拠部位
Distance from AV
術式
郭清度
壁深達度
Stage
SF
VF
Inlet
Outlet
PV
RV
PVF
TV

0.014
0.096
0.054
0.031
0.329
0.300
0.265
0.546
0.048
0.824
0.007
0.014
0.573
0.151
0.988
0.106
0.552

RARS（p 値）
0.925
0.397
0.930
0.603
0.687
0.708
0.387
0.985
0.854
0.829
0.080
0.146
0.931
0.721
0.020
0.126
0.125

有意水準 p < 0.1		
骨盤内操作時間（POT, pelvic operative time）; 肛
門縁からの距離（Distance from AV, anal verge）;
腹部皮下脂肪面積（SF, subcutaneous fat）; 腹部内
臓脂肪面積（VF, visceral fat）; 骨盤入口径（Inlet,
pelvic inlet）; 骨 盤 出 口 径（Outlet, pelvic outlet）;
骨 盤 容 積（PV, pelvic volume）; 直 腸 容 積（RV,
rectal volume）; 直腸間膜内の内臓脂肪面積（PVF,
pelvic visceral fat）; 腫瘍容積（TV, tumor volume）
．

線 を Y ＝ a1X + a2Z + a3XZ + a4，Y を AOT，
POT，出血，X を影響因子，Z を手技因子（LARS
を 0，RARS を 1）と定義した．X と Z の積 XZ
が相乗効果を表し，交互作用項と定義される．
交互作用項が p < 0.05 の場合に有意な交互作用
があると評価した．LARS では回帰直線が Y ＝
a1X ＋ a4，RARS では Y ＝（a1 + a3）X + a2 +
a4 で表され，重回帰分析によって得られた回帰
係数と切片を代入し直線を描出した．

III．結

果

連続変数についてはいずれも正規分布に従う
ことを確認した．LARS における影響因子の単
変量解析では，AOT に関連する因子として，

23）

．本研究では LARS と

年齢（p = 0.003）
，術式（p < 0.001）
，血管結紮

RARS の患者群を一群としてまとめ，回帰直

位置（p < 0.001）
，VF（p = 0.092）が抽出され

回帰分析を施行した
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表 4．LARS における手術時間関連因子の多変量解析
回帰係数

95％ CI Lower

95％ CI Upper

p値

AOT

切片
年齢
血管結紮位置
VF

41.347
- 0.294
10.028
0.057

20.180
- 0.593
3.795
0.005

62.513
0.004
16.261
0.109

<0.001
0.053
0.002
0.032

POT

切片
Inlet
PVF
VF

100.36
- 0.525
0.008
0.136

57.826
- 0.883
- 0.0002
0.046

142.895
- 0.166
0.017
0.226

<0.001
0.005
0.056
0.004

有意水準 p < 0.05					
腹 腔 内 操 作 時 間（AOT, abdominal operative time）; 骨 盤 内 操 作 時 間（POT, pelvic operative time）; CI,
confidence interval; 腹部内臓脂肪面積（VF, visceral fat）; 骨盤入口径（Inlet, pelvic inlet）; 直腸間膜内の内臓
脂肪面積（PVF, pelvic visceral fat）
．
表 5．LARS における出血関連因子の多変量解析
回帰係数
切片
Inlet
PV
TV

95％ CI Lower

193.54
- 0.710
- 0.216
1.206

95％ CI Upper

p値

350.329
0.738
-0.046
2.651

0.016
0.328
0.013
0.099

36.761
- 2.159
- 0.386
- 0.023

有意水準 p < 0.05				
CI, confidence interval; 骨盤入口径（Inlet, pelvic inlet）; 骨盤容積（PV, pelvic volume）; 腫瘍容積（TV, tumor
volume）
．
表 6．RARS における手術時間関連因子の多変量解析
回帰係数

95％ CI Lower

p値

有意な関連因子なし

AOT
POT

95％ CI Upper

切片
Inlet
PV
TV

153.612
- 0.972
0.247
0.031

36.856
- 1.980
0.039
- 0.116

270.367
0.034
0.454
0.179

0.012
0.057
0.021
0.665

有意水準 p < 0.05					
腹腔内操作時間（AOT, abdominal operative time）; 骨盤内操作時間（POT, pelvic operative time）; CI, confidence
interval; 骨盤入口径（Inlet, pelvic inlet）; 直腸容積（RV, rectal volume）; 腹部内臓脂肪面積（VF, visceral
fat）
．

た（表 1）
．POT に関連する因子では，年齢（p

解析結果を説明変数とし，重回帰分析を用いて

= 0.014）
，性別（p = 0.096）
，BMI（p = 0.054）
，

多変量解析を行ったところ，AOT では血管結

腫瘍主占拠部位（p = 0.031）
，Stage 分類（p =

紮位置［β = 10.028; confidence interval（CI）=

0.043）
，VF（p = 0.007）
，Inlet（p = 0.014） が

3.795 – 16.261; p = 0.002］
，VF（β = 0.057; CI =

挙げられた（表 2）
．出血量に関連する因子は，

0.005 – 0.109; p = 0.032）
（表 4）
，
POT では Inlet［β

PV（p = 0.003）のみであった（表 3）
．単変量

= - 0.525; CI =（- 0.883）-（- 0.166）; p = 0.005］
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表 7．手術時間における手術法の交互作用の解析
変量

AOT

POT

年齢
BMI
SF
VF
年齢
BMI
Distance from AV
SF
VF
Inlet
Outlet
PV
RV
PVF
TV

LARS の回帰直線
- 0.43x
0.79x
0.44x
0.03x
0.66x
1.5x
- 0.55x
0.015x
0.12x
- 0.8x
- 0.02x
0.012x
0.23x
0.008x
0.14x

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

RARS の回帰直線
0.25x
- 1.01x
0.03x
0.55x
0.06x
0.13x
0.85x
0.009x
0.14x
- 0.5x
- 0.15x
- 0.03x
0.0006x
0.011x
0.98x

32.5
32.6
32.9
32.9
66.2
65.7
65.9
74.3
73.2
76.7
74.4
73.5
85.5
65.5
65.6

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

66.7
66.6
32.9
32.1
74.3
74.4
74.6
65.9
66.4
65.3
66.1
66.9
66.4
75.5
79.7

p値
0.062
0.085
0.633
0.771
0.290
0.423
0.421
0.941
0.840
0.550
0.733
0.720
0.018
0.719
0.158

有意水準 p < 0.05				
腹腔内操作時間（AOT, abdominal operative time）; 骨盤内操作時間（POT, pelvic operative time）; 腹部皮下
脂肪面積（SF, subcutaneous fat）; 腹部内臓脂肪面積（VF, visceral fat）; 肛門縁からの距離（Distance from
AV, anal verge）; 骨盤入口径（Inlet, pelvic inlet）; 骨盤出口径（Outlet, pelvic outlet）; 骨盤容積（PV, pelvic
volume）; 直腸容積（RV, rectal volume）; 直腸間膜内の内臓脂肪面積（PVF, pelvic visceral fat）; 腫瘍容積（TV,
tumor volume）
．
表 8．出血量における交互作用の解析
変量
年齢
BMI
Distance from AV
SF
VF
Inlet
Outlet
PV
RV
PVF
TV

LARS の回帰直線
1.09x
0.34x
- 0.96x
- 0.03x
- 0.03x
0.25x
0.05x
0.05x
0.17x
- 0.019x
1.1x

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

52.6
52.2
52.9
16.8
16.7
15.7
16.5
17.9
25.2
53.5
49.3

RARS の回帰直線
- 0.51x +
- 1.84x +
1.28x +
- 0.13x +
0.14x +
- 1.24x +
- 1.01x +
- 0.24x +
0.13x +
0.01x +
0.98x +

16.9
15.8
16.7
51.4
52.9
50.1
52.8
52.8
46.4
17.3
21.6

p値
0.310
0.623
0.636
0.732
0.472
0.322
0.313
0.019
0.870
0.229
0.944

有意水準 p < 0.05			
肛門縁からの距離（Distance from AV, anal verge）; 腹部皮下脂肪面積（SF, subcutaneous fat）; 腹部内臓脂肪
面積（VF, visceral fat）; 骨盤入口径（Inlet, pelvic inlet）; 骨盤出口径（Outlet, pelvic outlet）; 骨盤容積（PV,
pelvic volume）; 直腸容積（RV, rectal volume）; 直腸間膜内の内臓脂肪面積（PVF, pelvic visceral fat）; 腫瘍
容積（TV, tumor volume）
．

とVF
（β = 0.136; CI = 0.046 - 0.226; p = 0.004）
（表

RARS における影響因子の単変量解析では，

4）
，出血量では PV［β = - 0.216; CI =（- 0.386）

AOT に関連する有意な因子は認めなかったが

-（- 0.046）; p = 0.013］が有意な影響因子となっ

（表 1）
，POT に関連する因子として，VF（p =

ていた（表 5）
．

0.080）
，RV（p = 0.020）が抽出された（表 2）
．
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出血量に対しては壁深達度（p = 0.024）
，
stage（p

あり 25），learning curve 形成期においても手術

= 0.068）
，RV（p = 0.058）
，TV（p = 0.087）が

時間に影響したと考えた．また，VF が大きい

関連因子として挙げられた（表 3）
．多変量解析

ほど，AOT と POT が延長していたが (AOT; p

では，
RV（β = 0.247; CI = 0.039-0.454; p = 0.021）

= 0.032，POT: p = 0.004)，LARS において VF

のみが POT に対する有意な影響因子として抽

は手術時間に影響を及ぼす難易度因子である

出され（表 6）
，AOT と出血量に関しては，有

との報告があり 26），learning curve 形成期でも

意な因子は認めなかった．

VF が多い患者は腹部操作，骨盤操作に関係な

次 に， 交 互 作 用 を 検 討 し た と こ ろ，LARS

く手術時間に影響したと考える．他の因子では，

に比較し RARS では RV が大きいほど有意に

Inlet が小さいほど POT は延長し（p = 0.005）
，

POT が延長していた (p = 0.018）
（表 7）
．AOT

PV が大きいほど出血量が減少する結果であっ

では年齢，
BMI で差がある傾向にあったが ( 年齢 :

た（ p = 0.013）
．手術難易度に関連する因子は

p = 0.062，BMI: p = 0.085)，LARS と RARS が

これまでも様々な報告がなされており，Inlet，

交互作用関係となっておらず，回帰直線が正負

Outlet，PV や RV のような骨盤構造が難易度

逆の傾きを示した（表 7）
．出血量でも PV で有

に関わる因子とされてきたが 15, 27-29），learning

意な差を認めたが (p = 0.019）
，交互作用関係と

curve 形成期でも同様の骨盤構造因子が影響す

はならず，正負逆の傾きを示した．また，他の

る結果であった．

10 項目中 7 項目で回帰直線が正負逆の傾きを示
す結果となった（表 8）
．

一方，RARS での難易度因子の検討では，RV
のみが影響因子として抽出され，RV が大きい
ほど POT が延長する結果であった（p = 0.021）
．

IV．考

察

本研究の RV は，直腸間膜と腫瘍を含めた直腸

わが国における RARS は，2018 年 4 月に保険

と定義しているため，Yamaoka ら 28） や Huang

適用となってから導入する施設が増加傾向にあ

ら 29） の RARS における難易度因子が PVF の

る．RARS を開始してから習熟するまでには 15

みとの報告と類似した結果となった．手術経験

～ 44 名

16-18）

の経験が必要で，LARS の約 40 ～

の規定がない Yamaoka らや Huang らの報告と

と比べると約半数の経験で習熟可能

同様に，今回の検討では骨盤構造や腹腔内脂肪

とされている．しかし，この learning curve 形

などに関与する因子が描出されなかった要因と

成期に施行された患者では，熟練者が施行した

して，learning curve 形成期であっても RS 特

患者に比べて有意に合併症発生率が高いとの報

有の鉗子の多関節機能や 2nd アームによる場の

90 名

19, 20）

24）

展開が手技の安定に関与しているのではないか

ける患者選択は慎重に行う必要がある．

と考えられた．以上より，learning curve 形成

告もあることから

，習熟するまでの過程にお

本 研 究 で は，LARS で 血 管 結 紮 位 置，VF，

期における難易度に影響する因子は，LARS で

Inlet，PV が難易度に影響する因子であった．

は患者の体型や骨盤構造の因子に影響を受ける

リンパ節郭清時の血管切離位置は，下腸間膜動

が，RARS ではそれらの影響は受けず，RV の

脈の根部で切離する高位結紮と左結腸動脈を温

みに影響される結果となった．これらの因子の

存して上直腸動脈を切離する低位結紮がある

解析には回帰分析を使用した．変数の正規性を

が，低位結紮で AOT が延長する結果となった

Kolmogorov-Smimov 検定を用いて確認し，外れ

（高位結紮の平均 AOT: 25.21, 低位結紮の平均

値は図を描出して検索し，特にデータの除外は

AOT: 37.90, p < 0.001）
．低位結紮の方が高位結
紮に比べ手術時間が有意に延長するとの報告も

していない．
本研究では，難易度に影響する因子が手術

中村侑哉，他
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法の違いにどのように関わるかを検討する目

LS の修練を経験せず，RS から修練を開始する

的で交互作用を用いた解析を行った．結果は，

若手外科医が増加する可能性がある．今回の検

LARS に 比 較 し RARS で は RV の み が 有 意 に

討結果から , LS と RS では難易度のみならず手

難易度に影響を及ぼす因子となっていた（p =

術法の異質性が示されたことを考慮すると，RS

0.018）
（表 7）
．他の因子では，25 項目中 12 項

特有の教育法を確立する必要がある．今後は術

目の因子で正負逆の回帰直線となり（表 7，8）
，

者複数のデータを蓄積し，難易度に影響する因

特に出血量における検討では 11 項目中 8 項目

子のさらなる検討を行うと同時に，難易度の予

の因子で回帰直線が正負で逆の傾きを示す結果

測値も示し，客観的な難易度評価法について検

となった（表 8）
．これは，learning curve 形成

討したいと考えている．

期における RARS と LARS は難易度因子が異

今回，LARS と RARS の learning curve 形成

なっていると同時に，手術法自体に統計学上の

期に手術を安全に行うための難易度影響因子を

相違点があることを示す結果となった．

検討した．LARS と RARS では難易度に影響す

本研究は術者 1 名の手術成績の後方視的な検

る因子が異なること，LS と RS は手術法自体に

討という制限はあるが，learning curve 形成期

統計上の相違点があることが示唆されたことか

において LARS では VF が少ない，Inlet が広い，

ら，RS では LS とは違った教育プログラム構築

および PV が大きい患者，RARS では RV が小

の必要性が示唆された．

さい患者を選択すると，比較的難易度の低い症
例となり得る可能性があると考えられた．
LS が急速に普及したように，RS も今後さら
に患者数の増加や導入施設の増加が見込まれる
ため，安全に行うための指導医育成や研修認定
施設等の増加による教育体制の整備が重要であ
る．現在，OS を経験せず LS から開始する若手

稿を終えるにあたり，本研究の御指導ご協力を賜り
ました岩手医科大学内科学講座血液腫瘍内科分野・伊
藤薫樹教授，同緩和医療学科・木村祐輔特任教授，同
外科学講座・岩谷 岳准教授に深く感謝申し上げます．
利益相反：著者らに開示すべき利益相反はない．

外科医が増えているのと同様に，今後は，OS，
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Abstract
Rectal cancer surgery is comparatively a very
difficult procedure. Inexperienced surgeons need to
carefully select surgical candidates to ensure the
safety of the procedure. The aim of the present
study was to evaluate factors contributing to surgical
difficulty during the learning phase of laparoscopicassisted rectal surgery (LARS) and robotic-assisted
rectal surgery (RARS), and examined the choice of
cases. We researched patient backgrounds, imaging
findings and surgery performance as a barometer
for selecting surgical patients, and evaluated factors

related to surgical difficulty. Multivariate analysis
showed that factors leading to difficulty in LARS
were related to the portion of blood vessel ligated,
pelvic inlet, visceral fat and pelvic volume, and that
related to RARS was rectal volume. Evaluation of
the factors showed that larger pelvic volume made
RARS more difficult than LARS. In contrast, the
other factors showed the opposite slope of regression
lines. Our data suggest that developing different
educational programs for LS and RS is necessary.
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