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はじめに：直腸切断術には，従来の腹会陰式（Miles 手術）以外に，体位変換を伴う仙骨腹式，
腹仙骨式，腹仙骨腹式などの術式がある．腹会陰式では，術中の体位変換が不要だが，前立腺
背側や膣後壁の止血に難渋する場合がある．今回，体位変換を伴う直腸切断術式の有用性につ
き検討した．方法：当院で 1988 年 4 月から 2007 年 3 月までの 19 年間に，直腸癌に対し腹会陰
式直腸切断術を施行された 70 例と，仙骨腹式直腸切断術を施行された 64 例を対象として，両
者における手術時間と術中出血量を比較した．結果：手術時間は，腹会陰式 365.6±10.5 分，仙
骨腹式 315.1±8.6 分と，腹会陰式に比べ，体位変換が必要な仙骨腹式で有意に短かかった（p＝
0.0004）．ただ，側方郭清は両群とも約半数の症例で施行されており，側方郭清症例の多寡が手
術時間に影響しているわけではなかった．術中出血量は，腹会陰式 1,338.0±164.1ml，仙骨腹式
790.9±69.4ml で，腹会陰式に比べ仙骨腹式で有意に少なかった（p＝0.0035）．考察：直腸切断
術での体位変換は，出血量減少や手術時間短縮を図るうえで有用であった．今後，症例を選別
して，積極的にこれら体位変換術式を導入していくとともに，後進の外科医に教育・伝達して
いきたいと考える．

緒 言
直腸悪性腫瘍に対しては，腫瘍が歯状線に比較

的近い症例であっても，肛門機能温存を目的とし
た直腸低位前方切除術が行われることが多いが，
肛門管にかかるような症例はもちろん，腫瘍径が
大きな症例では，根治性を目指して切断術が選択
される．直腸切断術には，手術操作に伴う体位変
換の手順から，腹会陰式（以下，Miles 手術），仙
骨腹式，腹仙骨式，腹仙骨腹式とさまざまな術式
がある．Miles 手術は，術中の体位変換こそ要らな
いものの，会陰部操作の際の視野が悪く，小骨盤
腔の腹側，特に前立腺背側や膣後壁の止血に難渋
する場合がある．仙骨腹式直腸切断術は Lange１），
Bauer２）らドイツ学派によりはじめられた術式で，

古川ら３），間島ら４）により報告された腹仙骨式直腸
切除術や，Stucker５），戸部６）により報告された腹仙
骨式直腸切断術と同様，術中に体位変換を行うこ
とで，常に良好な視野を確保しながら手術を進め
ることができる．我々は平成 4年以降，仙骨腹式
や腹仙骨腹式といった体位変換を活用した直腸切
断術を積極的に行ってきた．本研究の目的は，直
腸切断術における体位変換の意義とその有用性を
検討することにある．

対象と方法
昭和 63 年 4 月から平成 19 年 3 月までの 19 年

間に，大津赤十字病院外科で直腸切断術を施行さ
れた症例は 169 例で，砕石位のまま腹腔操作と会
陰部操作を行うMiles 手術が 74 例，ジャックナイ
フ位での経仙骨的な会陰部操作で開始し，体位変
換後に腹腔側から標本を摘出し，腹腔内リンパ節
郭清や人工肛門造設を行う仙骨腹式直腸切断術が
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69 例，仰臥位の腹腔操作で開始し，ジャックナイ
フ位での経仙骨的な会陰部操作で標本摘出後に再
度仰臥位とし，腹腔内リンパ節郭清や人工肛門造
設を行う腹仙骨腹式直腸切断術が 15 例，骨盤内臓
全摘術が 11 例であった．
これらのうち，尿路再建が必要な骨盤内臓全摘

術症例，低位前方切除術後の再発に対し切断術を
施行された症例，良性疾患，肝硬変などの凝固障
害を伴う症例を除外し，最終的に直腸癌に対し腹
会陰式直腸切断術または仙骨腹式直腸切断術を施
行された 134 例を対象とした．各症例での術式選
択に明確な基準はなく，術者や主治医個人の裁量
に委ねられていたが，多くの術者が両術式をいず
れも経験していた．過去のカルテを参考に，性，
年齢，stage，Dukes 分類，肝転移や腹膜播種性転
移，リンパ節転移，リンパ管侵襲，血管侵襲，術
式，手術時間，術中出血量を調査した．手術時間
は，体位変換を含む開始から終了までの時間とし
た．さらに，カルテの詳細が閲覧できた最近 15
年間の 91 症例（Miles 手術 28 例，仙骨腹式 63
例）に関しては，側方郭清の有無，膀胱機能障害
の有無，骨盤死腔炎の発生に関しても調査した．
統計学的解析には StatView J-4.5 ソフトウエアー
を用い，p値が 0.05 未満を有意とした．また，こ
れら二つの術式と，平成 14 年頃から行われるよう
になった腹仙骨腹式直腸切断術の症例数を年ごと
に集計し，当院での術式選択の変遷についても検
討した．

結 果
患者の平均年齢は 65.1 歳で，男女比は 1.5：1

であった．Miles 手術を行われた 70 例と，仙骨腹
式を行われた 64 例の患者構成や臨床病理学的特
徴を Table 1にまとめて示す．仙骨腹式のグルー
プにおいて，リンパ管侵襲が高度な症例や，n4
といった遠隔リンパ節転移症例が多い傾向がある
こと以外，両群間に大きな差は見られなかった．
仙骨腹式における手術時間の平均は 315.1±8.6

分で，術中体位変換の時間が含まれているにもか
かわらず，Miles 手術の 365.6±10.5 分に比べ有意
に短かかった（p＝0.0004，Table 2）．程度の差は
あるものの，側方郭清は 91 例中 46 例（50.5％）で

施行されていた．両術式における側方郭清の施行
率は同等であり，側方郭清症例の多寡が手術時間
に影響しているわけではなかった（Table 1）．
仙骨腹式における術中出血量の平均は 790.9±

69.4ml で，Miles 手術の 1,338.0±164.1ml に比べ有
意に少なかった（p＝0.0035，Table 2）．症例ごと
の最大腫瘍径と術中出血量の分散を調べたところ
相関関係が認められたが（Fig. 1，p＝0.029），Miles
手術群と仙骨腹式群の平均腫瘍径には差がなかっ
た（Table 1）．すなわち，出血量の違いは腫瘍径の
偏りが原因ではないと考えられた．
続いて，二つの術式での術後の膀胱機能障害や

骨盤死腔炎の発生に違いがあるかどうかを検討し
た．自律神経障害に起因すると考えられる排尿障
害の発生は，Miles 手術 28 例中 8例（28.6％），仙
骨腹式 62 例中 20 例（32.3％）と，両群間で差がな
かった．また，骨盤死腔炎はMiles 手術 28 例中 7
例（25.0％），仙骨腹式 63 例中 8例（12.7％）で観
察されたが，やはり有意差はなかった（Table 2）．
当院における各直腸切断術式の症例数の年次別

推移を Fig. 2に示す．年ごとの症例数にばらつき
があるものの，平成 5年以前は主にMiles 手術が
行われており，平成 6年～平成 14 年の間は仙骨腹
式が主体であった．平成 10 年から再度，Miles
手術が行われるようになっていたが，年 2例程度
であった．最近の 2年間においては，平成 14 年に
導入された腹仙骨腹式が主に行われていた．

考 察
直腸切断術は，Miles が 1908 年にはじめて報告

した腹会陰式で行われることが多い．1968 年に国
内 36 主要施設を対象に，山本７）が行ったアンケー
ト調査によれば，実に 85.4％の直腸切断術が
Miles 法で行われていたという．
Miles 手術における‘窮屈な術野での会陰部操

作のやりにくさ’を改善する目的で，我々の施設
では平成 4年頃から，Miles 手術と平行して仙骨
腹式直腸切断術を開始した．初回数十例を経験し
たところで，手術所要時間が短く術中出血量も少
なく，手術に伴うストレスも小さいことが判明し
た．時代や環境，患者側の要因や医療技術者側の
要因などの背景因子が個々の症例で異なるため，
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Table 1　Patient’ s characteristics and clinicopa
thological features

p-valueSacro
Abdominal

Abdomino
Perineal

0.642
4041M

Gender
2429F

0.46265.8±10.9 y.o.
（n＝64）

64.4±11.0 y.o.
（n＝70）Age

0.38957.7±2.9mm
（n＝61）

61.2±2.8mm
（n＝64）

Tumor
Diameter

0.101

12  9A

Dukes
1225B
2626C
10  6D

0.516

12  9I

Stage
1219I I
1519I I Ia
1114I I Ib
10  6I V

0.877
5866－Peritoneal 

dissemination   3  3＋

0.321
5767－Liver

metastasis   4  2＋

0.056

2437－

Lymph node 
metastasis

1614n1
11  8n2
  3  7n3
  7  1n4

0.086

  1  3－
Lymphatic
involvement

17291
27252
13  63

0.055

  712－
Vascular
involvement

16261
19202
14  53

0.328
2916－Lateral node 

dissection 3412＋

Table 2　Correlation between operation’ s method 
and several factors（operating time, intraoperative 
blood loss and postoperative complications．）

p-valueSacro
Abdomino

Abdominal
Perineal

0.0004315.1±8.6min
（n＝64）

365.6±10.5min
（n＝70）

Operating
time

0.0035790.9±69.4ml
（n＝63）

1,338.0±164.1ml
（n＝69）

Intraoperative 
bloodloss

NS＊20/62
（32.3%）

8/28
（28.6%）Disuria

NS8/63
（12.7%）

7/28
（25.0%）Pelvicellulitis

NS＊：not significant

両術式を単純に比較することは困難であるが，あ
えて両群の背景因子のばらつきに差がないとの仮
定のもと，今回の検討を行った．
仙骨腹式直腸切断術では，体位変換に手間がか

かるがゆえに手術時間も長くなると思われがちで
あるが，今回の我々の検討では，体位変換の時間
を含めても仙骨腹式の方が手術時間が短く，さら
に術中出血量も少ないとの結果であった．そして，
手術時間と術中出血量の間には正の相関が観察さ
れた（p＝0.0001）．経仙骨的なアプローチでの良好
な視野と手術操作のしやすさが，その理由と考え

られる．狭骨盤である男性症例では，直腸前壁の
剥離操作の際に精囊や前立腺から出血した場合，
この部位は仰臥位で死角となるため，止血に難渋
することがある．仙骨腹式術式では，膣や精囊・
前立腺に腫瘍が浸潤していても，安全，確実かつ
速やかに合併切除を行うことが可能である．ただ，
骨盤が広い痩せた女性や，局所進展が著しくない
症例では，体位変換のリスクも考慮し，Miles 法で
も十分かもしれない．
一方，仙骨腹式ではあらかじめ腹腔内の観察が

できないために，腹膜播種や肝転移・広範なリン
パ節転移があった場合に術式変更がきかないとの
意見がある．山本ら８）も述べているが，MDCTなど
画像診断のめざましい進歩により，近年では術前
診断と術中所見の食い違いで術式変更を余儀なく

Fig. 1 The correlation between maximum tumor 
diameter and intraoperative bloodloss.
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されることはほとんどなくなってきている．また，
FOLFOX，FOLFIRI などの全身化学療法の出現
とともに，局所制御を目的とした放射線療法の有
効性が報告されており９）～１２），患者の全身状態が許
せば，たとえ遠隔転移があろうとも局所コント
ロールを目的として，原発巣の切除を十分に行う
べきではなかろうか．大腸癌は他の癌腫と異なっ
て slow growing であることが多く，たとえ腹膜播
種が見られても切除することで予後の改善が期待
できる．
PubMed と日本医学中央雑誌で，1983～2007

年で「直腸切断術」，「仙骨腹式」，「腹仙骨式」を
Key word に検索したが，Miles 手術に関する文献
のみであった．手術手技書を参考にした再検索で
は，経仙骨的切除術を含め 13 件１）～８）１３）～１７）が見つ
かったが，解剖や手術手技を記載したものばかり
で，本論文のように術式の長所や短所を統計学的
に解析したものはなかった．
直腸癌手術の際に問題となる骨盤神経叢は，直

腸後壁と仙骨との間を下降する交感神経系の下腹
神経と，副交感神経系の骨盤神経が吻合し形成さ
れている１８）．下腹神経は蓄尿や射精と，骨盤神経は
排尿や勃起と関連があるとされており，いずれが
損傷されても排尿障害は起こりうる１９）．仙骨方向

から手術操作を開始した場合，下腹神経を認識し
温存する剥離層に入れるとは限らない．また，広
範囲切除・郭清を必要とする進行直腸癌症例で
は，骨盤神経叢の分枝である膀胱・前立腺枝を損
傷する可能性が高くなる．
良好な術野での自律神経温存２０）～３２）の可能性の追

求に加え，直腸低位前方切除術への変更も考慮し，
我々は平成 14 年頃から腹仙骨腹式直腸切断術を
行うようになった（Fig. 2）．症例数が少ないため，
今回データとしては示していないが，手術の際の
自律神経損傷に起因する膀胱機能障害は，Miles
群の 28.6％，仙骨腹式群の 32.3％に対し，腹仙骨
腹式群では 13 例中 1例（7.7％）と少なかった．
腹仙骨腹式では腹仙骨式と比較して，後腹膜腔

の縫合閉鎖を最後に行うことで仙骨前面の止血を
再度確認したり，整腸を行うことができ，人工肛
門造設を最後に行うことで，腹臥位になっている
際の圧迫を回避できる．仙骨腹式のように最初か
ら切断を決めるのではなく，腹腔内所見で肛門機
能温存手術への変更も可能である．
当院での直腸切断術は，仙骨腹式一色となった

時期もあるが，最近 10 年間は少数ながら再び
Miles 手術が行われるようになってきている．仙
骨腹式の手術経験がない外科医が多いこと，体位

Fig. 2 The transition of operation’ s mode for rectal amputation in our institution.
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変換の手間やリスクを憂い避けられていることな
どがその理由として考えられる．しかしながら，
麻酔科の医師や comedical の協力の下，術中の体
位変換が安全かつすみやかに行うことができるの
であれば，今回の検討でも明らかとなったように，
出血量の減少や手術時間の短縮が期待できる．ま
た，良好な視野でストレスなく手術ができること
は，外科医自身にとっても重要なことであろう．
今後，Miles 手術だと難航が予測される狭骨盤の
男性症例や高度肥満症例，あるいは術前検査で前
立腺や膀胱，子宮や膣への直接浸潤，広範なリン
パ節転移が疑われるような症例，仙骨の合併切除
を追加することで根治が得られるような症例に対
しては，積極的に腹仙骨腹式術式を導入していき
たいと考えている．また，同じ術式であっても，
体位変換を追加することにより術野が展開され，
手術がやりやすくなる場合があることを後進の外
科医に教育・伝達していきたいと考える．
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The Significance of Intraoperative Repositioning for the Patients who Undergoing Rectal Amputation
―Comparison Study of Tow Surgical Techniques

which are Abdominoperineal and Sacroabdominal Rectal Amputation―

Shun-ichi Ishigami, Kazuhiko Kitaguchi, Morito Sakikubo, Ryou Kamimura,
Katsuaki Ura, Hideaki Ooe, Akira Yoshikawa, Jun Tamura,

Nobuo Baba and Shirou Sakanashi
Department of Surgery, Otsu Red Cross Hospital

Aim：The mode of rectal amputation, i.e abdominoperineal［Miles］, sacroabdominal［SA］, abdominosacral
and abdominosacroabdominal［ASA］, is based on repositioning for the surgical approach. Miles requires no
intraoperative repositioning, but hemostasis from the prostatic or vaginal posterior wall is often difficult. We
identified the significance of intraoperative repositioning in those undergoing SA rectal amputation. Patients
and methods：Subjects were 134 consecutive rectal cancer patients undergoing rectal amputation, which
mode was Miles（70 cases）or SA（64 cases）, at our institution from April 1998 to March 2007. Operating time,
intraoperative blood loss and postoperative hospitalization were recorded and analyzed. Results：Although
SA required more time for repositioning, operating time was statistically shorter than that for Miles（315.1±
8.6 vs. 365.6±10.5 minutes, p＝0.0004）. Mean operating time in those cases of which performed lateral pelvic
node dissection, was statistically prolonged in enforcement cases（p＝0.028）. But the dissective rate among
these two groups was similar. Intraoperative blood loss of SA was statistically less than that for Miles（790.9±
69.4 vs. 1,338.0±164.1ml, p＝0.0035）. Conclusions：Intraoperative repositioning for patients undergoing rec-
tal amputation helps reduce blood loss and operating time. We would like to utilize actively intraoperative re-
positioning for adequate patients undergoing rectal amputation, and to hand over a younger surgeon in the fu-
ture.
Key words：intraoperative repositioning, rectal amputation, Miles, sacroabdominal, blood loss

〔Jpn J Gastroenterol Surg 41：475―480, 2008〕

Reprint requests：Shun-ichi Ishigami Department of Surgery, Otsu Red Cross Hospital
1―1―35 Nagara, Otsu, 520―8511 JAPAN

Accepted：October 29, 2007

�2008 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�


