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研究要旨
高齢肝癌患者に対する肝切除後の経過、特にリハビリ目的の転院や要介護状態への移行など非
自立に陥る要因と腹腔鏡下肝切除の意義について検討した。その結果、腹腔鏡下肝切除後、非自
立に陥る要因は、76 歳以上、フレイル状態および開腹肝切除であった。高齢者において、腹腔鏡
下肝切除は術後合併症率や非自立に陥る患者数を低下させ、患者のみならず家族の負担軽減、リ
ハビリ目的の転院患者数の減少につながり、医療経済的にも有用であることが明らかとなった。
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