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目的：手術のリスク評価の一つである Physiological and Operative Severity Score for the
enUmeration of Mortality and morbidity（以下，POSSUM）の術後合併症発生率や死亡率は高
く予測されるため，多くの改良型が報告されてきた．今回，消化器外科全般で用いることので
きる POSSUMスコアを開発し，その精度を検証した．対象・方法：2002 年 1 月から 2005 年 12
月までの 4年間に施行した消化器手術 1,573 例を対象とした．前半 2年間（n＝709）の成績より，
予測合併症発生率と予測死亡率の計算式の係数を変更しHiroshima POSSUM（以下，H-
POSSUM）とした．後半 2年間の症例（n＝864）において，3種類の POSSUMの精度を比較し
た．精度は実際に観察された発生数を予測された発生数で除した比率（以下，O�E ratio）で検
討した．さらに，6種類の症例構成を設定し，その有用性をO�E ratio で検討した．成績：術後
合併症発生率のO�E ratio は original POSSUMでは 0.78 であり，H-POSSUMでは 1.04 であっ
た．また，死亡率のO�E ratio は original POSSUMでは 0.12，Portsmouth-POSSUMでは 0.56，H-
POSSUMでは 0.94 であり，H-POSSUMのO�E ratio が最も 1.00 に近似していた．六つのシ
ミュレーションにおいても，H-POSSUMの精度は他の POSSUMより優れていた．考察：新し
く開発したH-POSSUMは消化器手術のリスク評価として有用である．

緒 言
手術のリスク評価をすることは古くよりさまざ

まな試みがなされてきたが，消化器外科領域では
広く一般的に受け入れられ使用されているものは
少ない．手術のリスク評価を行う場合の基本的な
考え方として，術前の各種臓器機能の評価と手術
侵襲の程度を総合的に判断すべきである．Physi-
ological and Operative Severity Score for the
enUmeration of Mortality and morbidity（以下，
POSSUMと略記）は 1990 年代のはじめにイギリ
スで考案され１）２），その後多くの追試や修正がイギ
リスを中心に加えられてきた３）～１４）．しかし，我が国
やアメリカにおいては POSSUMが使用されるこ
とは少なかった．その理由としては，POSSUM
による死亡率や術後合併症発生率が高く予測され

るため，日本の実情と合わないことがあげられる．
我々はこれまでに高齢者手術，緊急手術，膵手

術を中心にその有用性を検討し報告１５）～１８）してき
た．その結果，前述のごとく POSSUMの予測値は
高く設定されていることが確認できた．また，臓
器別にも改良型 POSSUMが開発され，消化器外
科 領 域 で はColorectal POSSUM１４）（以 下，CR-
POSSUMと略記）が報告されているが，大腸手術
に限定されている．そこで今回，消化器外科手術
全般で用いることができる POSSUMを開発する
目的で以下の検討を行った．最初の 2年間の消化
器手術のデータをもとに POSSUMの予測式を変
更し，その後の 2年間の症例で修正された予測式
の精度を検討した．

対象・方法
1．対象
2002 年 1 月から 2005 年 12 月までの 4年間に

当科で施行した消化器手術 1,612 例のうち，開胸
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Table 1 POSSUM scoring system：physiological score

Score

8421

≧7161―70≦60Age（years）
Raised jugular venous 
pressure, cardiomegaly

Peripheral oedema, war
farin therapy, borderline 
cardiomegaly

Diuretic, digoxin, anti
anginal or hypertensive 
therapy

No failureCardiac signs, chest
radiograph

Dyspnoea at rest, Fibro
sis or consolidation

Limiting dyspnoea, Mod
erate COAD

Dyspnoea on exertion, 
Mild COAD

No dyspnoeaRespiratory history

≦8990―99, ≧171100―109, 131―170110―130Systolic blood pressure
（mmHg）

≧39, ≦121101―12040―49, 81―10050―80Pulse rate（beats/min）
≦89―1112―1415Glasgow coma score

≦9.9, ≧18.110.0―11.4, 17.1―18.011.5―12.9, 16.1―17.013―16Haemoglobin（g/100ml）
≦3,000, ≧20,1003,100―4,000,

10,100―20,000
4,000―10,000White cell count（/mm3）

≧15.110.1―15.07.6―10.0≦7.5Plasma urea（nmol/l）
≦125126―130131―135≧136Plasma sodium（nmol/l）

≦2.8, ≧6.02.9―3.1, 5.4―5.93.2―3.4, 5.1―5.33.5―5.0Plasma potassium
（nmol/l）

Any other abnormal 
rhythm or Q waves or 
ST/T wave changes

Atrial fibrillation
（rate 60―90）

NormalElectrocardiogram

COAD；chronic obstructive airways disease

Table 2 POSSUM scoring system：operative severity score

Score

8421

Major＋MajorModerateMinorOperation grade
＞221Multiple procedures
≧1,000501―999101―500≦100Blood loss（ml）

Free bowel content, 
pus or blood

Local pusMinor
（serous fluid）

NonePeritoneal soiling

Distant metastasesNodal metastasesPrimary onlyNoneMalignancy
Emergency
（immediate surgery
＜2 h needed）

Emergency
resuscitation of＞2 h
possible, Operation
＜24 h after admission

ElectiveMode of surgery

開腹操作を行った食道癌手術と多発外傷患者の手
術 39 例を除く 1,573 例を対象とした．2002 年 1
月から 2003 年 12 月までを前期（n＝709），2004
年 1 月から 2005 年 12 月までを後期（n＝864）と
し，以下の検討を行った．
2．検討項目と方法
年齢，男女比，疾患，手術術式，各種 POSSUM

について検討した．POSSUMは Table 1に示す
12 項目の身体所見と検査（以下，PSと略記），お
よび Table 2の 6項目の手術侵襲の程度（以下，

OSと略記）より構成されている．項目ごとに設定
されている点数を集計することにより，各症例の
PSと OSを算出した．なお，PSは最低 12 点より
最高 88 点，OSは 6点より 44 点となる．POSSUM
の手術の程度に関してはmajor＋（8点）に相当す
る術式は定義１）にしたがって胃全摘，腹会陰式直腸
切除，区域以上の肝切除，肝外胆管切除，膵切除
とした．また，術後合併症も同様に POSSUMの定
義１）に沿って判定した．
前期症例（n＝709）を対象として，original
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Table 3 Calculation of the morbidity and mortality 
rates with the POSSUM system

CalculationPOSSUM

Original
POSSUM 1）

In ［R’ / （1-R’）］ ＝ － 5.91 ＋ （0.16×PS） ＋ 
（0.19×OS）

　Morbidity

In ［R/ （1-R）］ ＝ － 7.04 ＋ （0.13×PS） ＋ （0.16×OS）　Mortality
Portsmouth
POSSUM 5）

In ［R/ （1-R）］ ＝ － 9.0650 ＋ （0.1692×PS） ＋ 
（0.1550×OS）

　Mortality

Hiroshima
POSSUM

In ［R’ / （1-R’）］ ＝ － 5.501 ＋ （0.102×PS） ＋ 
（0.198×OS）

　Morbidity

In ［R/ （1-R）］ ＝ － 9.414 ＋ （0.165×PS） ＋ 
（0.147×OS）

　Mortality

PS：physiological score, OS：operative severity score

POSSUMと P-POSSUMと同様な解析を行うこ
とにより，PSと OSを用いた予測式の係数を新た
に算出した．すなわち，PSと OSを独立変数とし
て，ロジスティク回帰分析（JMP 5.0，SAS Institute
Inc．）を行い，術後合併症率と手術死亡率（入院死
亡例を含む）に寄与するリスクの大きさを評価し
た（Table 3）．この変換式をHiroshima POSSUM
（以下，H-POSSUMと略記）とした．また，各種
POSSUMの変換式を Table 3に示す．
次に，後期症例（n＝864）において 3種類の

POSSUMの精度を前向きに検討した．予測式の精
度は実際に観察された発生数を予測された発生数
で除した比率，すなわち observed cases�ex-
pected cases（以下，O�E ratio と略記）で判定し
た．さらに，症例構成が① 75 歳以上の高齢者（後
期高齢者，n＝195），②緊急手術例（n＝168），③
鏡視下手術例（n＝162）， ④胃癌切除例（n＝145），
⑤大腸癌切除例（n＝174），⑥肝・胆・膵癌の切除
例（n＝137）について，3種類の POSSUMのO�
E ratio をシミュレーションし精度を比較した．
3．統計処理
結果はMann-Whitney U test, χ2 test をもちい

て検定を行い，有意水準は 5％とした．

成 績
1．対象例の背景因子
対象例の背景因子や手術因子は前期と後期別に

みると Table 4のごとくであった．悪性腫瘍の頻
度が前期症例で，緊急手術の頻度が後期症例で有
意に多かった．手術因子では手術時間は前期が長
く，出血量は後期が有意に多かった．このことは，
後期では肝外傷などの大量出血の緊急症例が多
かったためである．
2．術後合併症発生率の予測
後期症例（n＝864）における術後合併症は 236

例（27.3％）にみられた．original POSSUMによる
予測値は 303 例であり，O�E ratio は 0.78 であっ
た．同様にH-POSSUMの予測値は 226 例であり，
O�E ratio は 1.04 で あった．また，H-POSSUM
の予測合併症発生率を段階別にみた結果は Table
5に示すごとくであり，各層とも実測値は予測値
にほぼ近い値を示した．
3．死亡率の予測
後期症例における死亡例は 15 例（1.7％）であっ

た．original POSSUMによる予測値は 76 例であ
り，O�E ratio は 0.12 で あっ た．同様に Ports-
mouth POSSUM（以下 P-POSSUMと略記）では
27 例 で 0.56，H-POSSUMで は 16 例 で 0.94 で あ
り，H-POSSUMが最も 1.00 に近かった．また，H-
POSSUMの予測死亡率を段階別にみた結果は
Table 6に示すごとくであり，各層とも実測値は
予測値にほぼ近い値を示した．
4．シミュレーションの結果
6つの症例構成別にシミュレーションした結果

は Table 7に示すごとくであった．術後合併症の
予測精度は緊急手術例でほぼ同等であった以外は
H-POSSUMが優れていた．手術死亡に関しても予
測値またはO�E ratio とも H-POSSUMが優れて
いた．

考 察
1．POSSUMの種類
Copeland ら１）２）が提唱した original POSSUMは

血管外科，泌尿器外科を含めた 1,372 例をもとに
作成された．各種 POSSUMの対象疾患，症例数は
Table 8に示すごとくである．改良型である P-
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Table 4 Patients characteristics

SignificanceP value2004.1.～2005.12.
（n＝864）

2002.1.～2003.12.
（n＝709）

（－）0.380 63.3±14.262.7±14.3Age （year, mean±SD）
（－）0.225 1：0.771：0.68Male：Female
＊＊0.009 520/864 （60%）472/709 （67%）Malignacy：
（－）0.997 162（31%）147（31%）　Stomach
（－）0.638 205（39%）193（41%）　Colon, rectum
（－）0.613 153（30%）132（28%）　Liver, biliary tract, pancreas
＊＊0.006 168/864（19%）101/709（14%）Emergency operation
（－）0.277 162/864（19%）118/709（17%）Laparoscopic operation
（－）0.634 160/864（19%）138/709（20%）Major operation
＊0.011 235±125251±128Operation time（min, mean±SD）
＊0.013 321±551254±431Blood loss（ml, mean±SD）

Major operation：total gastrectomy, Miles ope, hepatectomy, pancreatectomy ＊：p＜0.05
 ＊＊：p＜0.01

Table 5 Frequency table of the risk bands using the H-POSSUM：Morbidity rate

O/E ratioObserved 
complications

Expected 
complications

No. of
operations

Mean expected
morbidity（%）

Range of expected
morbidity（%）

0.647111517.2 ＞0～≦10
1.26534227914.8＞10～≦20
1.03414016324.7＞20～≦30
0.91313410034.0＞30～≦40
1.0731296544.2＞40～≦50
1.0024244454.8＞50～≦60
1.1919162564.2＞60～≦70
0.9415162174.7＞70～≦80
1.0715141687.9＞80～≦100

1.0423622686426.1 ＞0～≦100

O/E ratio：observed complication/expected complication ratio

Table 6 Frequency table of the risk bands using the H-POSSUM：Mortality rate

O/E ratioObserved 
deaths

Expected 
deaths

No. of
operations

Mean expected 
mortality（%）

Range of expected 
mortality（%）

0.60356890.7 ＞0～≦2
1.00331133.0 ＞2～≦5
0.6723407.0 ＞5～≦10
1.40752222.2＞10～ ≦100

0.9415168641.9 ＞0～≦100

O/E ratio：observed death/expected death ratio

POSSUMは Prytherch ら５）が 2,500 例を対象とし
て報告した．CR-POSSUM１４）は 6,883 例と最も多数
であるが，15 施設の集計結果であり，1施設あた

り約 460 例である．我々の検討期間は original
POSSUMや P-POSSUMに比較して 4年間と長
くなったが，症例数は 1,500 例以上であり，十分な
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Table 7 Accuracy of three kinds of POSSUM

Expected deaths
Observed 
deaths

Expected complications
Observed
complications

No. of
operations H-POSSUMP-POSSUMOriginal 

POSSUMH-POSSUMOriginal 
POSSUM

6（0.67）10（0.40）25（0.16）465（1.08）94（0.74）70195Aged
（more than 75 years）

8（1.25）14（0.71）28（0.36）1073（1.14）91（0.91）83168Emergency operation
1（0） 2（0） 5（0）017（0.76）25（0.52）13162Laparoscopic surgery
2（0） 4（0）13（0）042（1.02）56（0.77）43145Resected gastric cancer
3（0） 5（0）14（0）044（0.80）63（0.56）35174Resected colo-rectal cancer
3（1.33） 4（1.00）13（0.31）444（1.07）56（0.84）47137Resected hepato-biliary-

pancreatic cancer

（  ）：observed case/expected case ratio

Table 8 Reported modified POSSUM scoring systems

No. of 
casesOperationYearAuthorPOSSUM

1,372general surgery：Liverpool1991Copeland GP 1）Original POSSUM
2,500general surgery：Portsmouth1998Prytherch DR 5）P-POSSUM
107ruptured abdominal aortic aneurysm2001Prytherch DR 7）RAAA-POSSUM
572oesophageal & gastric surgery：5 hospitals2002Zafirellis KD 13）O-POSSUM
6,883colorectal surgery：15 hospitals2004Tekkis PP 14）CR-POSSUM
1,573gastrointestinal surgery：Hiroshima2006Tanaka TH-POSSUM

症例数と考えている．
2．POSSUMの利点
POSSUMの最大の利点としては，同一の基準で

世界的に同じリスク評価が行える点である．また，
同じ施設内で同じ期間に術者間の比較も行える利
点もあるが，我が国では各術者の同意を得ること
が困難であると思われる．POSSUMの項目は特別
な検査は必要なく，どこの施設でも緊急手術例を
含めて日常ルーチンに行われているものばかりで
ある．予測値の計算方法はホームページ（http :��
www.sfar.org�scores2�possum2.html）に公開され
ており，データを入力すれば予測値が表示される
ので，短時間にだれでも予測値が求められる．ま
た，PSは術前に計算することが可能であり，我々
は PSの点数によりハイリスク・グループの設定
を試みている１５）．術前にハイリスク・グループ予
測することができれば，手術適応基準や術式を変
更することも可能となり，手術の安全性がさらに
向上する．当院における手術成績は日本の平均的
なレベルにあるものと考えており，今回の修正式

は我が国の他施設でのリスク判定においても参考
になるものと考えている．
3．各 POSSUMの比較
以前から指摘されているようにoriginal

POSSUMはO�E ratio が低く，予測値が高く設定
されている．その中でも低いグレードでの予測値
が特に高くなっている欠点があった．改良された
P-POSSUMにおいてもほぼ同様な傾向がみられ
た．今回，前期のデータより変更したH-POSSUM
は後期症例において，各グレードのO�E ratio は
1.00 に近づいており，有用性が確認できた．
各症例構成におけるシミュレーションの結果よ

り，高齢者や緊急手術症例においても，H-
POSSUMによる予測は従来の POSSUMよりも
優れていることが確認できた．さらに，消化器手
術で代表的な胃癌切除例，大腸癌切除例，肝・胆・
膵癌切除例においてもH-POSSUMは有用であっ
た．
4．問題点
最初に提唱された 1990 年代初めの original
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POSSUMの時代には一般的ではなかった鏡視下
手術については POSSUMの手術の程度の項の中
で規定されていない．今回の検討では鏡視下手術
は開腹手術の手技と同じに取り扱った．Senagore
ら１１）は鏡視下手術の評価を 1段階下げるべきであ
るとしている．今回の結果でも鏡視下手術の予測
はやや高めとなっていたので，再検討が必要と考
えている．
POSSUMの年齢の項は 71 歳以上がすべて 4点

であるが，日本人の平均寿命が 80 歳を超えている
現在，80 歳以上の高齢者の取扱いは再考の余地が
ある．ちなみに，CR-POSSUM１４）おいては 81 歳以
上が 8点に設定されている．
死亡例は世界中のどの施設においても判断を誤

ることはありえないので，各施設間の比較に最も
有用である．一方，術後合併症の定義は規定され
ているが，各施設（判定した人）により異なる可
能性があるので，死亡例に比べて精度が落ちる．
データの入力や術後合併症の判定は診療録管理士
など手術に関わらない第三者が行うべきであると
考えている．
5．今後の展望
今回の検討結果より，H-POSSUMは消化器外科

手術全般で用いることのできるリスク評価の一つ
として有用であることが判明した．我々はこの結
果をふまえて，術前に手術適応の見直し，および
リンパ節郭清の程度，縮小手術，非切除など術式
変更を行い，より安全性の高い手術をめざしてい
る．また，インフォームド・コンセントにおいて
も，各種のデータやリスクを示すことができ有用
である．
今後，広く一般臨床に取り入れられるためには，

POSSUMの存在を知ってもらうことが最も重要
である．次の段階として，以下の POSSUMの有用
性を強調したい．①手術リスクを数値として表せ
ること，②日常診療において簡単にスコアーを算
出できること，③術前にハイリスク症例が予測で
きること，④各種の疾患，病態，術式に対応でき
ること，⑤改良された POSSUMは我が国でも有
用性が高いこと，⑥ POSSUMという共通の基準
を用いれば，各施設（術者）間の手術成績が公平

に比較できること．⑦データの集計，解析を行え
ば，手術適応の見直しや術式の変更の基準となる
こと．
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Modification of POSSUM Score for Gastrointestinal Surgery

Tsuneo Tanaka, Yasuhiro Matsugu, Tatsuro Ishimoto, Naoki Kagawa,
Hideki Nakahara, Yasuhiko Fukuda and Junko Tanaka＊

Department of Surgery, Hiroshima Prefectural Hospital
Department of Biomedical Sciences, Hiroshima University Graduate School＊

Background：The Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and morbid-
ity（POSSUM）has been found to overestimate the mortality rate or the incidence of postoperative complica-
tions, Therefore, many modifications have been reported. We modified the formula used by POSSUM to esti-
mate the operative risk based on our data for gastrointestinal surgery and evaluated whether or not this
modified POSSUM system would allow a more accurate risk assessment. Materials＆Methods：The subjects
of this study were 1573 patients who underwent gastrointestinal surgery in our department during the four-
year period from January 2002 to December 2005. A multivariate analysis was then conducted using data ob-
tained during the first half of this period（n＝709）. An equation for calculating the predictive mortality rate
was obtained from this analysis and was named the“Hiroshima POSSUM（H-POSSUM）”. Three kinds of
POSSUM were prospectively obtained during the latter half of the above-mentioned period（n＝864）. The ac-
curacy of estimation was analyzed using the O�E ratio（observed cases�expected cases）. We selected six
kinds of operations, and estimated the accuracy of POSSUM using the O�E ratio. Results：The O�E ratio for
the morbidity rate was 0.78 using the original POSSUM and 1.04 using the H-POSSUM. The O�E ratio for mor-
tality rate was 0.12 using the original POSSUM, 0.56 using the Portsmouth POSSUM, and 0.94 using the H-
POSSUM. The O�E ratios obtained using the H-POSSUM were nearest to 1.00. The accuracy of the H-
POSSUMwas superior to the original and the P-POSSUM in simulation of six groups. Conclusion：Our modi-
fied version of POSSUMwas useful for assessing the risks of gastrointestinal surgery.
Key words：gastrointestinal surgery, POSSUM, risk analysis
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