
1．はじめに

われわれは昭和58年から自律神経温存術を行い症例

を重ねて改良し，適応や術式を工夫し成績の向上に努

めてきた．現在のわれわれの術式，適応，成績につい

て述べる．

2．自律神経温存術とは

自律神経を温存せず側方リンパ節を郭清するいわゆ

る拡大郭清を行って排尿機能，性機能障害が多数発生

したという問題点を解決するために自律神経温存術が

開発された．しかしわれわれは癌に対する手術の根治

性が得られる時にのみ自律神経を温存して機能を維持

してもよいと考え，「自律神経温存術とは，癌に対する

根治性を損なうことなく術後の排尿または性機能の維

持を図ることを目的とし，これらの機能を支配する神

経を温存しつつ直腸を切除するものである」と定義し

ている．

3．自律神経温存術に必要な局所解剖

男性性機能は勃起と射精からなっている．勃起は主

に S2，S3，S4前仙骨孔から出現する副交感神経系で

ある骨盤内臓神経 pelvic splanchnic nerve（勃起神経

nervi erigentes）に支配されている．射精は腰部高感神

経に支配されている．男性性機能が発揮されるために

はこれらの神経が確実に温存されていなければならな

い．一方，排尿機能についてみると排尿時には尿道括

約筋が弛緩し膀胱が収縮するがこれを支配しているの

は骨盤内臓神経である．骨盤内臓神経は上述のように

S2，S3，S4前仙骨孔から出現し下腹神経と合流して

骨盤神経叢を形成するが骨盤神経叢とこれにつらなる

骨盤神経叢の部分的な温存でも排尿機能は維持できる

ことが多い．

遺体解剖例で腰部交感神経の走行をみると左右の腰

部交感神経 L1，L2，L3，L4から腰部交感神経が分か

れ下腸間膜動脈 IMAの近傍を通って腹部大動脈の表

面を通り尾側に向かう，この時 IMAと腰部交感神経

との最短距離Dを見ると，ほぼ接しているもの（0≦D

≦2mm），少し離れているもの（3≦D≦9mm），広く離

れているもの（10mm≦D）に分かれる1）2）．Fig. 1では

右は25mmであり，左は0mmであった．神経が IMA

の近くを走行していれば IMAの結紮切断の時に神経

の損傷の危険が多い．症例により神経の走行に vari-

ation があることを理解する必要がある．腰部交感神経

はこののち左右が合流して上下腹神経叢と呼ばれる．

左右の神経が合流する位置を調べてみると，合流部が

IMAの直下，大動脈前面，大動脈分岐部より尾側，左

右が合流しない，という 4つの pattern に分かれる．次

に骨盤内臓神経について遺体解剖例でみると S2，S
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Table  1　In d ic atvion  o  f  au ton om ic  nerve  prese r vi  n g  
　o   p e  ra  t  i   o   n � - in  c  a  s e  of  re ct o  s  ig mo  id  c  a n c   e r（Rs）or 
   up pr r ec t al cancer（Ra）

nerve preservationdepth of invasionlymph node meta

totalMP

（－） totalSS/A1

partialSE/A2

partial（＋）

total  preservation：preserve  lumbar  sympathetic  nerve,  

　　　　　　　　   h y pogastric  nerve,  pelvic  splanchnic  　

　　　　　　　   　ner v e and pelvic plexus.

partial preservation：resect  lumbar  sympathetic  nerve a n d

  　　　　　　　　 　hypogastric  ne rv e,  b u  t  p r  e  s e r v e  pel vi    c

  　　　　　　　　 　 splanchnic nerve and pelvic plexus

3，S4の前仙骨孔から骨盤内臓神経が腹側に向かって

走行してることがわかる．通常 S3骨盤内臓神経が最も

太く手術中に確認すやすい（Fig. 2）．S2と S4は細くて

確認困難であったり欠損することも多い．S2，S3，S

4からの骨盤内臓神経叢は腹側に向かって走行し骨盤

神経叢を形成する．

4．自律神経温存術の適応

われわれは自律神経温存術を全温存術と骨盤神経叢

部分温存術の 2つに分けている．自律神経全温存術と

は腰部交感神経，下腹神経，骨盤内臓神経，骨盤神経

叢，膀胱枝，前立腺枝，海綿体神経などすべての自律

神経を温存する術式である．骨盤神経叢部分温存術と

は腰部交感神経，下腹神経は切除し骨盤内臓神経とそ

れに続く骨盤神経叢と膀胱枝は温存する術式である．

自律神経全温存術の適応は，直腸癌の占居部位がRs

・Ra の時では深達度が SS，A1まででかつN（－）と

し，部分温存術の適応は深達度 SE�A2，N（－）であ
る症例，あるいは深達度に拘わらずリンパ節転移のあ

る症例としている．占尿部位がRb・Pの時は全温存術

は深達度がMPまでかつN（－）の症例とし，骨盤神

経叢部分温存術の適応は深達度A1，N（－）としてい

る．深達度がA2以深またはリンパ節転移が（＋）であ

る時は自律神経を温存しない（Table 1，2）．

5．自律神経全温存術

下腸間膜動脈（IMA）根部の左右の大動脈前面を走

る腰部交感神経を損傷すると射精機能が障害される．

男性性機能の維持を目的とする全温存術では IMA根

部で確実に腰部交感神経を温存しなければならない．

その術式は以下の通りである1）．

左尿管を vessel loop で把持したのち真ちに S状結

腸と S状結腸間膜を切離する．腰部交感神経は大動脈

分岐部で最も確認しやすいので S状結腸間膜起始部

の腹膜を切開し頭側から尾側に走る腰部交感神経を

taping する．この部位の頭側に向かって神経から辿っ

て温存し IMA近傍に至る．いきなり IMA近傍で神経

を確認しようとすると誤って損傷する危険がある．

Fig. 1 Distance between the right & the left sympa-

thetic nerves and the inferior mesenteric artery

The right sympathetic nerve runs downwards

apart from the IMA. The distance between the

right lumbar sympathetic nerve and the IMA is 2.5

cm in this case . But the left lumbar sympathetic

nerve runs close to the IMA.

Fig. 2 sagittal section of the male pelvis． （ne-

cropsy）

Pelvic splanchnic nerves spring from sacral fora-

men S2, S3 and S4. S3 pelvic splanchnic nerve is the

thickest of all , S 2, S 3 and S4 pelvic splanchnic

nerves run forward and get together to form pelvic

plexus.

124（124） 日消外会誌 ３３巻 １号直腸癌に対する機能温存



Table  2　Indication  of  autonomic  nerve  preserving  
op er-ation  �-  in  case   of  lower  rectal  cancer（Rb）or 
anal canc e r（P）

nerve preservationdepth of invasionlymph node meta

totalMP

（－） partialA1

no preservationA2

no preservation（＋）

total presevation：preserve  lumbar  sympathetic  nerve, 

　　　　　　　　 hypogastric  nerve,  pelvic  splanchnic 

　　　　　　　　 ner v e and pelvic plexus.

partial preservation：resect  lumbar  sympathetic  nerve a n d

  　　　　　　　　 　h ypo gastric  n e rv e,  b u  t  p r  e  s e r v e  pe l vic

  　　　　　　　　 　 splanchnic nerve and pelvic plexus

no preservation：resect  all  of  the  autonomic  nerves  to  diss-

　　　　　　　　 e c t lateral lymph nodes

IMA根部の手術操作は，大動脈前面で IMAの拍動を

触知しながら神経と IMAを分けて神経を taping する

（Fig. 3，4）．完全に神経を IMAから分けて温存した

ら IMAを根部で結紮し下腸間膜根リンパ節253節を

郭清する．続けて，大動脈前面で神経を温存しながら

S状結腸間膜を切離してゆく．次に交感神経を損傷し

やすいのは下腹神経が骨盤神経叢に合流する部分であ

る．下腹神経は仙骨前面から直腸壁に密着するように

なる．直腸と下腹神経の間にハサミを入れゆっくり剥

がしてゆく．また骨盤神経叢も直腸に密着しているの

でこれを丁寧に剥がす（Fig. 5）．

6．骨盤神経叢部分温存術

直腸癌下縁の高さまでは神経切除しそれ以下（それ

より尾側）の骨盤神経と骨盤神経叢を温存する手術で

ある．したがって癌下縁の高さまでは上方向リンパ流

も側方向リンパ流も十分郭清できる．IMA根部の結

紮，上方向リンパ節D3郭清では腰部交感神経もすべて

切除する．続けて大動脈前面，仙骨前面のリンパ組織，

脂肪組織，神経は直腸とともに切除側に一塊にして剥

離する．仙骨前面で左右の第2，第3，第 4前仙骨孔か

ら出現する骨盤内臓神経 S2，S3，S4を vessel loop で

taping して確認し，癌の下緑までの骨盤内臓神経とこ

れに続く骨盤神経叢を切除する（Fig. 6）．癌下縁の位

置によって骨盤内臓神経 S2，S3，S4が残る場合，骨盤

内臓神経 S3，S4が残る場合がある．内腸骨動脈，上膀

胱動脈，閉鎖動脈などをそれぞれ taping し側方リンパ

Fig. 3 The left lumbar sympathetic nerve is exposed

from the left side before the IMA is divided. Then

the nerve is kept by a vessel loop and preserved.

Fig. 4 The right lumbar sympathetic nerve is ex-

posed from the right side before the IMA is divided.

Then the nerve is kept by a vessel loop and pre-

served.

Fig. 5 Total preservation of pelvic atuonomic nerve.

Both sides of hypogastric nerve and pelvic plexus

are carefully preserved.
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節を確実に郭清する．内腸骨動脈根幹の末梢は陰部神

経管（Alcock 管）に入って内陰部動脈となる．陰部神

経管の入口部までの内腸骨動脈を露出し中直腸根リン

パ節262番を郭清する3）．

7．成 績

平成 5年から 9年までに根治度Aが得られた直腸

癌症例は163例であった．そのうち自律神経温存術は

63.8％であり，全温存術は20.2％，部分43.6％，神経非

温存は36.2％であった．自律神経温存術104例中局所再

発は 2例1.9％であった．部分温存術後の排尿機能につ

いて自己導尿離脱率（自然排尿で日常生活ができるよ

うになる率）は 6か月後には83％であった4）．ただし両

側の S4部分温存では 3か月で17％であった．自律神経

全温存術後の射精機能を術前に射精が可能であった70

歳以下の男性についてみると12週後で91％（10�11）に
回復していた．自律神経温存術後の 5年生存率は全温

存術例87.0％（n=33），S234部分温存術例93.6％（n=15），

S34，S4部分 4温存例92.3％（n=56），神経非温存術例

80.0％（n=59）であった（Fig. 7）．

8．考 察

消化管外科教育セミナーにおける講演という目的か

ら自律神経温存術に必要な局所解剖，術式について図

示して詳しくのべた．自律神経温存術は根治性と同時

に機能の温存をはかる手術である．根治性と機能の温

存とは相反することであるので，症例に適した根治性

を追求しかつ機能を温存するには正確な解剖学の知識

を持って適切な切除範囲を決め手術を行う必要があ

る．われわれは根治性を最も重視し根治性が得られる

ときにのみ神経の温存を図りたいと考えている．自律

神経全温存術はリンパ節転移や局所の癌遺残が極めて

少ないと考えられる症例に限って適応とし神経の走行

を確実に確認しながら行ったところ術後の射精機能は

良好であった．骨盤神経叢部分温存術はより進行した

癌に対して骨盤神経叢の一部を残して排尿機能を維持

することを目的としている．S2，S3，s4の部分温存術

と S3，S4部分温存術では排尿機能は良好であるが，S

4部分温存術では排尿機能は良好とはいえない．S4し

か残せなかったのは癌が進行しまた癌の位置が S3の

骨盤内臓神経に近く切除したためである．骨盤内臓神

経の出現率は個人によって差がある．術中に S4を温存

したと考えても S4が存在しない症例もあることも S4

部分温存例で排尿機能が良くない原因であろう．

現在では直腸癌の手術について画一的に同じ手術を

行うのではなく，進行度や，リンパ節転移，悪性度，

腫瘍の位置などによって切除の範囲，リンパ節郭清の

範囲を最も適切なものとするという考え方が一般的で

ある．そのためには術前にリンパ節と深達度の正確な

診断を行い，症例に最も良い術式の選択を行わなけれ

ばならない．
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Fig . 6 Partial preservation of pelvic autonomic

nerve.

Caudal side of the pelvic plexus（below S2, below S

3 or below S4）is preserved according to the location

of rectal cancer.

Fig. 7 5 year survival rates

according to the extent of nerve preservation（1993

～1997）
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Recent Advance of Autonomic Nerve Preserving Operation for Rectal Cancer
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In the recent treatment of rectal cancer, both radicality and postoperative funtion are required according
to the cancer stage. We are performing two types of autonomic nerve preserving operation. One is total auto-
nomic nerve preserving operation（TANPO）in order to maintain both male sexual function and urinary func-
tion, and the other is partial pelvic piexus perserving operation（PPPPO）in oder to maintain urinary function
at the least. TANPO means that automonic nerves such as lumbar sympathetic nerves, pelvic splanchnic
nerves and pelvic plexus are completely preserved. PPPPO means that a part of pelvic splanchnic nerves
from sacral foramen S2, S3 or S4 and a part of pelvic plexus are preserved. TANPO is suitable for the rectal
cancer whose finding is up to A1N0（upper rectum）or MPN0（lower rectum）．PPPPO is suitable for the rec-
tal cancer whose finding is SE or N（＋）（upper rectum），or A1N0（lower rectum）．Five year survival rates
of total preservation, Preservation of S234 and preservation of S34, S4 are 87. 0％（n=33），93. 6％（n=15），and
92. 3％（n=56），respectively.
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