
図1　器械吻合を用いた超低位前方切除
A：従来のストレート再建（結腸肛門管吻合）
B：J型結腸嚢再建
a：腸間膜対側の結腸ヒモの外側同士を針糸で固定してデザイン．
b：折り返し部分からlinear staple cutterを挿入し、中隔を切離・縫合．
c：circular staple cutterで吻合．

下部直腸癌に対する pouch operation と
その成績
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はじめに
欧米の直腸癌手術ガイドライン1）～4）によると

AW は理想的には2cm であるが下部直腸では1cm
でもよしとし，器械吻合を用いた超低位前方切除
あるいは経肛門吻合で括約筋温存を first choice
にすべきとある．今日では直腸癌手術の約80％が
器械を用いた前方切除であり直腸切断術は20％以
下である5）．しかし従来のストレート（S）再建

（図1-A）では吻合が低位になるほど排便機能は不
良となる6）～10）．つまり結腸肛門管吻合では便貯留
能の減少により排便回数の増加や排便我慢できな
くなり（便意切迫），下着の汚染や失禁も増える．
排便機能改善のために J 型結腸嚢（J）再建（図1-
B）が行われる．

I．J 再建による機能改善
結腸肛門管吻合の機能は不良である．自験例に

よると排便回数 5 回以上が46％，夜間の排便週 2
回以上が50％，30分以上我慢できない（便意切迫）
が46％，下着の汚染が73％，パットの使用が88％，
失禁が35％，自己評価で不満と答えたものが62％
であった（表1）11）．機能改善が強く望まれる．J
再建による機能改善，すなわち貯留能の増加によ
る排便回数，便意切迫，失禁の減少は多数の non-
randomized study11）～29）で 報 告 さ れ，9つ の ran-
domized study30）～38）で確認され，さらに2006年に
なって meta-analysis39）で証明されている．この J
再建による機能改善には貯留能の増加だけではな
く，逆蠕動の腸同士の側々吻合によって生じる
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表1 術後1年の機能評価

P
SJ肛門縁から吻合部までの距離 症例数（%）症例数（%）

（n＝26）（n＝24）1～4cm
0.002912（46）2（8）　日中の排便5回以上
0.000313（50）1（4）　夜間の排便週2回以上
0.009512（46） 3（13）　30分以上我慢できない
0.000719（73） 6（25）　下着の汚染有り
0.007023（88）13（54）　パットの使用有り
0.0250 9（35）2（8）　便失禁有り
0.021816（62） 7（29）　自己評価で不満

（n＝25）（n＝24）5～8cm
0.0119 8（32）1（4）　夜間の排便週2回以上
0.0339 8（32）2（8）　30分以上我慢できない
0.029310（40） 3（13）　下着の汚染有り

J：J型結腸嚢再建，S：ストレート再建

pressure sump 効果や，結腸嚢（pouch）内の逆蠕
動に端を発する backward stacking up 効果によ
る吻合上左側結腸での便貯留も関与するとされて
いる40）～42）．

II．J 再建による吻合不全の減少
J 再建の長所に吻合不全の減少が報告されてい

る．S 再建の吻合不全発生率が5～15％に対し
て33）43）～45），J 再建は5％未満である16）17）33）46）．側端
吻合の吻合不全が端々吻合より少ないことは1950
年に Baker が報告している（4％ vs. 23％）47）．
Hallböök の randomized study では S 再建15％に
対し J 再建2％（p＝0.03）である33）．彼は laser dop-
pler で pouch 先端の血流は結腸断端より多いこ
とを報告している48）．

III．J 再建の問題点
これまでの報告では，1. pouch 作製に用いる結

腸は S 状か下行であるが，これらの結腸が局所再
発と術後機能に及ぼす影響について検討されてい
ないこと，2. J 再建の唯一の欠点は排便困難であ
るが，pouch の大きさ（結腸の折り返しの長さ）は
4～12cm まであり至適サイズについて検討され
ていないこと，3．肛門縁から吻合部までの距離は
0.5cm（歯状線）～8cm まであり，J 再建の適応

（吻合部までの距離の上限）が決まっていないこ

と，4．ほとんどが術後 1 年以内の機能評価であり
術後 2 年以上の長期機能評価は10報告と少なく，
かつうち 6 報告23）25）28）29）35）39）は2～9年でも J 再建に
よる機能改善があるとし，残り 4 報告21）22）24）26）は術
後2～8年で S 再建の機能が改善し差がなくなる
と，一致しないことが問題である．

1．pouch 作製結腸

S 状結腸を用いた pouch 作製は下行結腸より吻
合部にかかる緊張が少ないという利点があるが，
欠点は局所再発の増加，下腸間膜動脈（IMA）高
位結紮による虚血，憩室炎による結腸壁の肥厚・
硬化による compliance の低下と吻合不全の増加，
high pressure segment であるため術後機能に悪
影響を及ぼす可能性である30）40）41）．一方，下行結腸
を用いる欠点は脾曲部の授動が不可欠であること
と不必要な腸切除である．著者らは最大径4mm
未満のリンパ節を検索できるクリアリング法で直
腸傍リンパ節の転移率は57％，中枢方向の中間と
主リンパ節はそれぞれ19％，9％あるが Sudeck
点より口側の下部 S 状結腸傍リンパ節は1％とま
れであることから（図2），IMA の高位結紮は必要
であるが pouch 作製に S 状結腸を用いても局所
再発は増加しないことを報告した49）．

Williams（イギリス）40）は S 状結腸憩室炎と術後
機能（S 状結腸は high pressure segment である）
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図2　直腸癌198例のリンパ節転移率
（転移症例数/全症例数）

の点から下行結腸を推奨したが，Heah（シンガ
ポール）50）は5cm（サイズ）の J 再建における S
状結腸（n＝44）と下行結腸（n＝44）の random-
ized study で，吻合不全（両群とも IMA 高位結紮
で2％ vs. 5％），結腸の cutback（結腸断端から口側
にかけて生じた虚血部の追加切除）（11％ vs.
7％），局所再発（2％ vs. 2％），術後 6 週，6カ月，
1年の機能（排便回数，コンチネンス，便意切迫，
パットの使用，止痢剤使用，残便感，貯留能（便
意発現最小量 threshold volume；TV（ml），最大
耐容量 maximum tolerable volume；MTV（ml），
compliance（ml�cmH2O）））に差がなく排便に浣腸
を要する排便困難もなかったことから，虚血や憩
室炎がなければ脾曲の授動が必須でなく手術時間
の短い（120分 vs. 130分）S 状結腸を用いるべきと
結論している．そして彼は S 状結腸内に生じる
high pressure wave は pouch 作 製 に よ る pres-
sure sump 効果で緩和されるため術後機能に影響
しなかったとし，さらに排便困難の原因は S 状結
腸の使用ではなく大きな pouch の作製であると
考察している．ただし中国での憩室症の頻度は日
本の1�20～1�50であるが，欧米での憩室症の頻度
は日本の 2 倍以上（30％ vs. 15％，70歳以上では
50％ vs. 20％）であり，発生部位は90％が S 状結腸

（日本では27％）で，個数は90％が群発型（1区域
に10個以上）（日本では15％）で，憩室炎�憩室症の

頻度も 5 倍である（20％ vs. 4％）．憩室炎のある S
状結腸は pouch 作製に利用できない．

2．pouch のサイズ

J 再建の唯一の欠点に排便困難がある．例えば
Hallböök33）51）は6～8cm の J 再建症例の78％に残便
感，66％に排便困難の訴えがあり，10％が排便の
ために浣腸や坐薬を常用していると報告してい
る．Pélissier15）は9cm の J 再建症例の52％に split
defecation（残便感のため排便を繰り返す）を，ま
た Nicholls14）は排便造影で10cm の J 再建症例の
33％が排出不十分であったと報告している．

最近になってこの排便困難の原因は大きな
pouch の作製であることが示唆された30）32）33）35）51）．
たとえば Hallböök51）は pouch が大きいほど排便
困難の程度が強くなることを，Seow-Choen30）や
Ho32）は10cm の大きな pouch は排便困難の原因に
なるので避けるべきであり，7～8cm の小さい
pouch で十分であると推察している．しかし至適
サイズすなわち pouch による貯留能増加で得ら
れる排便回数，便意切迫，失禁の減少という利点
を損なわない最小サイズについての検討はなかっ
た．著者らは正常直腸容量180ml を再現した10cm
の pouch（10J）とその1�2容量の5cm の pouch（5J）
の術後 1 年の機能を randomized study で比較し

（図3），5J の貯留能（TV，MTV，compliance）は
10J より小さいが，排便回数，我慢不可（便意切
迫），失禁に差はなく，かつ5J には排便困難の愁訴
がほとんどなく排出能も優れていることから（表
2），pouch のサイズは5cm でよいと結論した52）．
さらに著者らは pouchography の比較で，10J で
みられる排便困難には術後 1 年までにおこる
pouch の過膨張53）と pouch 長軸の水平化54）が関与
することを報告している．J 再建の先駆者である
Lazorthes も著者ら同様，5cm の小さい pouch

（n＝23）と10cm の大きな pouch（n＝24）の ran-
domized study で術後 2 年，排便回数，便意切迫，
コンチネンスに差はないが小さい pouch では便
秘と排便のための下剤と浣腸の使用が少ない

（10％ vs. 30％）ことを報告している55）．
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図3　至適サイズ（randomized study）

表2 pouchの大きさと排便困難

P
10J（n＝20）5J（n＝20）
症例数（%）症例数（%）

［愁訴］
0.0126 4（20）0（0）　1回排便に15分以上かかる
0.0249 5（25）1（5）　残便感あり
0.0249 5（25）1（5）　残便感消失に3回以上排便を要する

［排出能］
バルーン排出テスト

0.005810（50）18（90）　バルーン排出可能症例数
0.0001 95±25（70～130）cmH2O130±20（80～180）cmH2O　努責時最大結腸嚢内圧

生理食塩水500ml排出テスト
0.0001279±65（240～340）ml430±35（350～480）ml　5分間での排出量

5J：5 cm J-pouch，10J：10 cm J-pouch，値はmean±SD（range）

3．J再建の適応

前方切除後の貯留能は残存直腸の長さに相関す
る9）10）56）～59）．すなわち肛門縁から吻合部までの距
離が長ければ S 再建でも十分な貯留能が得られ
るので J 再建の必要性はなくなる．著者らのスコ
アー（表3）を用いた術後 1 年の機能評価によると
吻合部までの距離が8cm 以下の時，J 再建（サイズ
は5cm）は S 再建より有意によく，特に4cm 以下
の場合，差が大きい．しかし9～12cm の S 再建の
機能は良好で，5～8cm の J 再建と差がなかった

（表4）11）．吻合部が1～4cm の時，スコアー17項目
のうち差があったのは日中の排便回数，夜間の排
便，我慢，下着の汚染，パット，失禁，自己評価
の 7 項目で，吻合部が5～8cm の時，差があったの

は夜間の排便回数，我慢，下着の汚染の 3 項目で
ある（表1）．貯留能（TV，MTV，compliance）を
みても吻合部までの距離が8cm 以下のとき J 再
建は S 再建より有意に大きく，スコアーによる機
能評価を裏打ちする結果であった（表5）60）61）．J
再建の適応は肛門縁から吻合部までの距離が8cm
以下であり，特に4cm 以下の超低位吻合には必須
である．Dehni らは吻合部が歯状線でサイズが8
cm の J 再建と，吻合部までの距離が平均5cm の S
再建の機能の比較で，吻合部までの距離が5～7cm
以下に J 再建の適応があると考察している23）．

4．2年以上の長期機能

長期機能の報告をみると2～9年でも J 再建によ
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表3 排便スコア―表

210

排便回数
≧75～6≦4日中
≧2/夜≧2/週0夜間

不可可30分以上排便我慢
有無1回排便に15分以上かかる

持続消失爽快排便後残便感
≧53～41～2残便感消失に要する排便回数
毎日時々無緩下剤あるいはグ浣の使用
有努責時,下痢時に有無下着の汚染

有無パットの使用
有努責時,下痢時に有無便失禁

不可可便・ガスの識別
いいえはい便を出すことなく排ガスできる

有時々無肛門周囲疼痛
有無食事制限
有無外出に支障
無有社会生活（宴会，会合）への参加

不満やや不満満足排便機能の自己評価

点数域：0（良好）～26（不良）

表4 術後1年の機能評価からみたJ型結腸嚢再建の適応

P
スコアー点＊ ［症例数］肛門縁から吻合部

までの距離 cm SJ

0.000210.2±4.6 ［26］5.6±3.1 ［24］1～4
（3～19）（0～12）

0.0038 5.2±1.7 ［25］3.5±2.2 ［24］5～8
（3～11）（0～8） 

 0.9404† 3.4±2.1 ［29］― 9～12
（0～8） 

J：J型結腸嚢再建，S：ストレート再建，＊：点数域；0（良好）～26（不
良），†：肛門縁から吻合部までの距離が5～8cmのJ型結腸嚢再建との比
較，値はmean±SD（range）

る機能改善があるとした Lazorthes35），Dehni23），
Harris25），Heriot39）は日中の排便回数，夜間の排
便，我慢，コンチネンス，1時間以内に再度排便

（fragmentation），ある日は頻回にそしてある日は
0～1回という不規則な排便（clustering），排便困
難，止痢剤使用，食事制限，社会復帰が S 再建よ
り良好とし，術後 8 年に評価した Barrier24）は S
再建の長期にわたる愁訴に夜間の排便，我慢不可
があり，特に我慢不可は社会活動制限の主因であ
るとしている．著者らの術後 5 年の機能評価で J
再建が S 再建より良かったのは日中の排便回数，
夜間の排便，下着の汚染，そして我慢であった（表

6）28）．また Harris は術後0～4年の機能評価で J
再建と S 再建に差がないのに術後5～9年で夜間
の排便回数，我慢，コンチネンスが J 再建で良好と
なったのは，J 再建にのみ 4 年以降の機能改善が
みられたためとしている25）．一方，2～8年で S 再
建の機能が改善し J 再建と差がなくなるとした
Kusunoki26），Benoist21），Joo22），Barrier24）は J 再
建の真の利点は良好な機能が術後早期から得られ
ることであるとしている．

貯留能（TV，MTV，compliance）について，
Kusunoki26）は術後 2 年の J 再建の貯留能は S 再建
より大きい こ と を 報 告 し，Lazorthes35），De-
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表6 術後5年の機能評価

P
SJ肛門縁から吻合部までの

距離 症例数（%）症例数（%）

（n＝24）（n＝23）1～4cm
0.02367（29）1（4）　日中の排便5回以上
0.01168（33）1（4）　夜間の排便週2回以上
0.01168（33）1（4）　30分以上我慢できない
0.043812（50）  5（22）　下着の汚染有り

（n＝24）（n＝23）5～8cm
0.02065（21）0（0）　夜間の排便週2回以上
0.02065（21）0（0）　30分以上我慢できない

J：J型結腸嚢再建，S：ストレート再建

hni23），Harris25）は術後2～9年にわたる J 再建によ
る機能改善は貯留能が S 再建より大きいためで
あると推察している．著者らの術後 5 年の J 再建
の貯留能は S 再建より大きく問診の結果を反映
していた（表5）28）．

排便困難について Dehni（pouch のサイズは8
cm）は術後 5 年，J 再建症例の20％が排便のため
に坐薬や浣腸を要することを23），Barrier（pouch
のサイズ6～8cm）は術後 8 年，J 再建症例の17％
が浣腸を常用することを24），Harris（pouch のサ

イズ10cm，一部6cm）は術後5～9年，J 再建症例の
14％に残便感の訴えが常にあり43％が残便感のた
め再度排便を要することを報告している25）．自験
例（pouch のサイズ5cm）では術後 5 年，J 再建の
1 例（2％）が残便感と残便感消失に要する排便回
数 3 回以上の split defecation を訴えたが 1 回排
便に15分以上かかる排便困難を訴えた症例はな
かった28）．
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表5 貯留能

SJ機能評価時期
　肛門縁から吻合部までの距離

1年
n＝26 n＝24　1～4 cm

63.8±7.5（50～70） 88.8±26.8＊（50～130）最大耐容量（ml）
18.1±4.0（10～20） 33.3±9.6 ＊（20～50）便意発現最小量（ml）
 1.9±0.3（1.3～2.2）  4.3±1.7 ＊（1.1～6.9）Compliance（ml/cm H2O）

n＝25n＝24　5～8 cm
86.0±7.6（80～100）108.3±24.4＊（70～150）最大耐容量（ml）
28.8±5.3（20～40） 45.8±16.9＊（30～90）便意発現最小量（ml）
 2.5±0.3（2.2～3.1）  4.7±1.7 ＊（1.7～7.5）Compliance（ml/cm H2O）

5年 
n＝24 n＝23　1～4 cm

76.3±8.8（60～90）101.7±27.6＊（60～140）最大耐容量（ml）
30.4±6.2（20～40） 46.5±10.7＊（30～70）便意発現最小量（ml）
 2.5±0.4（1.8～3.1）  4.9±1.7 ＊（1.6～7.4）Compliance（ml/cm H2O）

n＝24 n＝23　5～8 cm
97.9±8.8（90～110）120.4±25.5†（80～160）最大耐容量（ml）
40.8±6.5（30～50） 58.3±17.7＊（40～100）便意発現最小量（ml）
 3.1±0.3（2.7～3.7）  5.2±1.8 ＊（2.2～8.0）Compliance（ml/cm H2O）

J：J型結腸嚢再建，S：ストレート再建，＊：P＜0.0001（ストレート再建との比較），†：
P＝0.0002（ストレート再建との比較），値はmean±SD（range）



図4　Coloplasty
a：結腸断端から4cm口側から7～10cmの縦切開（間膜対側のヒモの間）．
b：横方向に縫合．
c：器械吻合後3cmの輸出脚．

IV．その他の pouch operation
5cm の小さい pouch で排便困難を伴うことな

く良好な機能が得られたことから coloplasty（図
4）や側端吻合が試みられた．Z’graggen によると
coloplasty 症例（n＝41）の吻合不全は7％で，術後
8カ月の機能は排便回数2.1回�日，我慢不可6％，
fragmentation（1回の排便で終われない）6％，失
禁6％，排 便 困 難0％と 良 好 で あ る62）．ま た
Mantyh63），Harris64）によると coloplasty 症例（n＝
20）と6cm の J 再建症例（n＝16）の吻合不全に差
はなく（5％ vs. 6％），術後4～6週の問診による機
能評価及び貯留能（MTV，compliance）に差がな

いことから，coloplasty は J 再建が手技上の理由
で難しい時（①狭骨盤あるいは脂肪による bulky
pouch のため pouch を骨盤内に誘導できない，②
経肛門吻合の際，括約筋の肥厚による長狭な肛門
管のため pouch 先端を歯状線レベルに誘導でき
ない，③授動結腸が短いあるいは憩室炎による S
状結腸切除のため吻合に緊張がかかる）に有用で
あるとし，さらに Harris64）は超低位吻合症例のう
ち pouch operation ができずに S 再建になった症
例の比率は J 再建しかなかった1997年以前は31％
であったのに対し，coloplasty を導入した1998年
以降は5％に激減したことを報告している．しかし
Ho65）は coloplasty（n＝44）と6cm の J 再建（n＝44）
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の randomized study で手術時間，術後 1 年の問
診による機能評価および貯留能（TV，MTV，
compliance）に差はないが吻合不全が coloplasty
で有意に多く（16％ vs. 0％），この吻合不全がすべ
て coloplasty 直下にできる吻合リングの前壁に
あったことから，coloplasty のための切開・縫合
による結腸断端の血流障害を示唆した．そして彼
はルチーンの defunctioning stoma と結腸断端か
ら縦切開までの距離を4cm 以上にする必要性を
述べるとともに，pouch operation の first choice
は J 再建であり，coloplasty は先述の手技上の理
由（①～③）で J 再建が困難な時のみ選択されるべ
きとしている．

Huber は mini-reservoir を想定した盲端4cm の
側端吻合（n＝30）と6cm の J 再建（n＝29）の ran-
domized study で術後6カ月，側端吻合で排便回数
は多く（3.1�日 vs. 2.2�日），貯留能（TV，MTV）
は小さいがコンチネンスと我慢に差がないこと
を66），Machado は盲端4cm の側端吻合（n＝50）と
8cm の J 再建（n＝50）の randomized study で，
術後6カ月，側端吻合で排便困難は多く（43％ vs.
20％），術後 1 年，我慢不可は多い（53％ vs. 32％）
が排便回数と失禁に差がないことを報告してい
る67）．そして彼らは側端吻合も coloplasty 同様，
手技上の理由で J 再建できないときに選択される
としている．

V．高齢者に対する J再建
高齢者では加齢に伴って増加する便失禁68）～70）

と結腸肛門管吻合の術後機能，すなわち perineal

colostomy の危惧を考慮してハルトマン手術や直
腸切断術で人工肛門が選択される傾向がある．し
かし高齢者に対する J 再建の機能は便秘と下剤�
浣腸の使用が多くなること以外コンチネンスを含
め良好で非高齢者と差がなく，排便回数と split
defecation はむしろ高齢者で少ない（表7）71）～73）．
便秘と下剤�浣腸の使用が便失禁同様，加齢に伴っ
て増加することは報告されている74）～76）．生理的
な便失禁が多く，余命の限られた高齢者に術後早
期から良好な機能が得られる J 再建は必須であ
る．

おわりに
フランス3）とオーストラリア2）のガイドライン

には J 再建で機能改善するべしとあり，この level
of evidence は そ れ ぞ れ A～E の B，I～IV の II
と強い．欧米論文と著者らの検討から吻合部が肛
門縁より8cm 以下，特に4cm 以下の超低位吻合の
際には S 状結腸を用いた5cm の J 再建が必須で
あり，これにより局所再発および排便困難を増加
させることなく術後早期から 2 年以上の長期にわ
たり機能改善が得られる．さらに J 再建には S 再
建より吻合不全が少ないという利点がある．全直
腸間膜切除による局所再発の減少，器械を用いた
超低位前方切除や経肛門吻合の普及，また括約筋
切除を伴う肛門温存の試み（白水論文参照）によ
り，直腸切断術が行われることはさらに少なくな
り J 再建のニーズはより高まる．
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表7 高齢者に対するJ型結腸嚢再建

機能評価
時期（平均）

浣腸
使用

緩下剤
使用便秘自己

評価良好失禁split
defecation＊

我慢
不可排便回数症例数年齢報告年

%

3年―59―8211 2 85%†，2%‡87≦742004Hida71）
― 85§―9010 0100%†，0%‡20≧75

3～11（8）年161622911446222/ 日37≦741998Dehni72）
353040901525151/ 日20≧75

3～54（20）月―――84 5――2/ 日22≧721990Huguet73）

＊：残便感のため排便を繰り返す，†：日中の排便5回以上，‡：夜間の排便週2回以上，§：有意差あり



文 献
1）Society of Surgical Oncology Practice Guide-

lines. Colorectal cancer surgical practice
guidelines. Oncology 1997；11：1051―7.

2）National Health and Medical Research Coun-
cil. The prevention, early detection and man-
agement of colorectal cancer. Available at：
http:��www.health.gov.au�nhmrc�. March
1999；accessed 8 April 2003.

3）Bécouarn Y, Blanc-Vincent MP, Ducreux M,
et al. Cancer of the rectum. Br J Cancer
2001；84：69―73.

4）Nelson H, Petrelli N, Carlin A, et al. Guide-
lines 2000 for colon and rectal cancer sur-
gery. J Natl Cancer Inst 2001；93：583―96.

5）Japanese Research Society for Cancer of the
Colon and Rectum. Multi-institutional regis-
try of large bowel cancer in Japan. Vol. 24.
Tochigi, Japan：Japanese Research Society
for Cancer of the Colon and Rectum；2003：
57.

6）Suzuki H, Matsumoto K, Amano S, et al.
Anorectal pressure and rectal compliance af-
ter low anterior resection. Br J Surg 1980；
67：655―7.

7）Pedersen BK, Hint K, Olsen J, et al. Anorec-
tal function after low anterior resection for
carcinoma. Ann Surg 1986；204：133―5.

8）Nakahara S, Itoh H, Mibu R, et al. Clinical and
manometric evaluation of anorectal function
following low anterior resection with low an-
astomotic line using an EEATM stapler for
rectal cancer. Dis Colon Rectum 1988；31：
762―6.

9）Batignani G, Monachi I, Ficari F, et al. What
affects continence after anterior resection of
the rectum? Dis Colon Rectum 1991；34：
329―35.

10）Lewis WG, Holdsworth PJ, Stephenson BM,

et al. Role of the rectum in the physiological
and clinical results of coloanal and colorectal
anastomosis after anterior resection for rec-
tal carcinoma. Br J Surg 1992；79：1082―6.

11）Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, et al. Indi-
cations for colonic J-pouch reconstruction af-
ter anterior resection for rectal cancer：de-
termining the optimum level of anastomosis.
Dis Colon Rectum 1998；41：558―63.

12）Lazorthes F, Fages P, Chiotasso P, et al. Re-
section of the rectum with construction of a
colonic reservoir and colo-anal anastomosis
for carcinoma of the rectum. Br J Surg
1986；73：136―8.

13）Parc P, Tiret E, Frileux P, et al. Resection
and colo-anal anastomosis with colonic reser-
voir for rectal carcinoma. Br J Surg 1986；
73：139―41.

14）Nicholls RJ, Lubowski DZ, Donaldson DR.
Comparison of colonic reservoir and straight
colo-anal reconstruction after rectal excision.
Br J Surg 1988；75：318―20.

15）Pélissier EP, Blum D, Bachour A, et al. Func-
tional results of coloanal anastomosis with
reservoir. Dis Colon Rectum 1992； 35：
843―6.

16）Berger A, Tiret E, Parc R, et al. Excision of
the rectum with colonic J pouch-anal anasto-
mosis for adenocarcinoma of the low and mid
rectum. World J Surg 1992；16：470―7.

17）Leo E, Belli F, Baldini MT, et al. New per-
spective in the treatment of low rectal can-
cer：total rectal resection and coloendoanal
anastomosis. Dis Colon Rectum 1994； 37

（Suppl）：S62―8.
18）Mortensen NJ, Ramirez JM, Takeuchi N, et

al. Colonic J pouch-anal anastomosis after
rectal excision for carcinoma ： functional
outcome. Br J Surg 1995；82：611―3.

19）Ramirez JM, Mortensen NJ, Takeuchi N, et

2006年（平成18年）度後期日本消化器外科学会教育集会

小
腸
・
大
腸
２

111



al. Colonic J-pouch rectal reconstruction：is
it really a neorectum? Dis Colon Rectum
1996；39：1286―8.

20）Ramanos J, Stebbing JF, Smilgin Humphreys
MM, et al. Ambulatory manometric examina-
tion in patients with a colonic J pouch and in
normal controls. Br J Surg 1996；83：1744―
6.

21）Benoist S, Panis Y, Boleslawski F, et al. Func-
tional outcome after coloanal versus low col-
orectal anastomosis for rectal carcinoma. J
Am Coll Surg 1997；185：114―9.

22）Joo JS, Latulippe JF, Alabaz O, et al. Long-
term functional evaluation of straight
coloanal anastomosis and colonic J-pouch：is
the functional superiority of colonic J-pouch
sustained? Dis Colon Rectum 1998；41：
740―6.

23）Dehni N, Tiret E, Singland JD, et al. Long-
term functional outcome after low anterior
resection：comparison of low colorectal an-
astomosis and colonic J-pouch-anal anastomo-
sis. Dis Colon Rectum 1998；41：817―23.

24）Barrier A, Martel P, Gallot D, et al. Long-
term functional results of colonic J pouch
versus straight coloanal anastomosis. Br J
Surg 1999；86：1176―9.

25）Harris GJ, Lavery IC, Fazio VW. Function of
a colonic J pouch continues to improve with
time. Br J Surg 2001；88：1623―7.

26）Kusunoki M, Shoji Y, Yanagi H, et al. Func-
tion after anoabdominal rectal resection and
colonic J pouch-anal anastomosis. Br J Surg
1991；78：1434―8.

27）Tsang W, Chung C, Li M. Prospective evalu-
ation of laparoscopic total mesorectal exci-
sion with colonic J-pouch reconstruction for
mid and low rectal cancers. Br J Surg 2003；
90：867―71.

28）Hida J, Yoshifuji T, Tokoro T, et al. Compari-

son of long-term functional results of colonic
J-pouch and straight anastomosis after low
anterior resection for rectal cancer：a five-
year follow-up. Dis Colon Rectum 2004；47：
1578―85.

29）Hida J, Yoshifuji T, Okuno K, et al. Long-
term functional outcome of colonic J-pouch
reconstruction after low anterior resection
for rectal cancer. Surg Today 2006；36：
441―9.

30）Seow-Choen F, Goh HS. Prospective random-
ized trial comparing J colonic pouch-anal an-
astomosis and straight coloanal reconstruc-
tion. Br J Surg 1995；82：608―10.

31）Ortiz H, De Miguel M, Armendáriz P, et al.
Coloanal anastomosis：are functional results
better with a pouch ? Dis Colon Rectum
1995；38：375―7.

32）Ho YH, Tan M, Seow-Choen F. Prospective
randomized controlled study of clinical func-
tion and anorectal physiology after low ante-
rior resection：comparison of straight and
colonic J pouch anastomoses. Br J Surg
1996；83：978―80.

33）Hallböök O, P�hlman L, Krog M, et al. Ran-
domized comparison of straight and colonic J
pouch anastomosis after low anterior resec-
tion. Ann Surg 1996；224：58―65.

34）Hallböök O, Nyström P-O, Sjödahl R. Physi-
ologic characteristics of straight and colonic
J-pouch anastomoses after rectal excision for
cancer. Dis Colon Rectum 1997；40：332―8.

35）Lazorthes F, Chiotasso P, Gamagani RA, et
al. Late clinical outcome in a randomized pro-
spective comparison of colonic J pouch and
straight coloanal anastomosis. Br J Surg
1997；84：1449―51.

36）Ho YH, Tan M, Leong AF, et al. Ambulatory
manometry in patients with colonic J-pouch
and straight coloanal anastomoses：random-

下部直腸癌に対する pouch operation とその成績

112



ized, controlled trial. Dis Colon Rectum
2000；43：793―9.

37）FÜrst A, Burghofer K, Hutzel L, et al. Neorec-
tal reservoir is not the functional principle of
the colonic J-pouch：the volume of a short
colonic J-pouch does not differ from a
straight coloanal anastomosis. Dis Colon Rec-
tum 2002；45：660―7.

38）Sailer M, Fuchs K-H, Fein M, et al. Random-
ized clinical trial comparing quality of life af-
ter straight and pouch coloanal reconstruc-
tion. Br J Surg 2002；89：1108―17.

39）Heriot AG, Tekkis PP, Constantinides V, et
al. Meta-analysis of colonic reservoirs versus
straight coloanal anastomosis after anterior
resection. Br J Surg 2006；93：19―32.

40）Williams N, Seow-Choen F. Physiological and
functional outcome following ultra-low ante-
rior resection with colon pouch-anal anasto-
mosis. Br J Surg 1998；85：1029―35.

41）Miller AS, Lewis WG, Williamson MER, et al.
Factors that influence the outcome after
coloanal anastomosis for carcinoma of the
rectum. Br J Surg 1995；82：1327―30.

42）Ho YH, Yu S, Ang E, et al. Small colonic J-
pouch improves colonic retention of liquids：
randomized, controlled trial with scintigra-
phy. Dis Colon Rectum 2002；45：76―82.

43）Heald RJ, Karanjia ND. Results of radical sur-
gery for rectal cancer. World J Surg. 1992；
16：848―57.

44）Mealy K, Burke P, Hyland J. Anterior resec-
tion without a defunctioning colostomy：
questions of safety. Br J Surg 1992；79：
305―7.

45）Antonsen HK, Kronborg O. Early complica-
tions after low anterior resection for rectal
cancer using the EEA stapling device：a
prospective trial. Dis Colon Rectum 1987；
30：579―83.

46）Cohen AM. Colon J-pouch rectal reconstruc-
tion after total or subtotal proctectomy.
World J Surg. 1993；17：267―70.

47）Baker JW. Low end to side rectosigmoidal
anastomoses：description of technique. Arch
Surg 1950；61：143―57.

48）Hallböök O, Johansson K, Sjödahl R. Laser
doppler blood flow measurement in rectal re-
section for carcinoma：comparison between
the straight and colonic J pouch reconstruc-
tion. Br J Surg 1996；83：389―92.

49）Hida J, Yasutomi M, Fujimoto K, et al. Analy-
sis of regional lymph node metastases from
rectal carcinoma by the clearing method：
justification of the use of sigmoid colon in J-
pouch construction after low anterior resec-
tion. Dis Colon Rectum 1996；39：1282―5.

50）Heah S, Seow-Choen F, Eu K, et al. Prospec-
tive, randomized trial comparing sigmoid vs.
descending colonic J-pouch after total rectal
excision. Dis Colon Rectum 2002；45：322―
8.

51）Hallböök O, Sjödahl R. Comparison between
the colonic J pouch-anal anastomosis and
healthy rectum：clinical and physiological
function. Br J Surg 1997；84：1437―41.

52）Hida J, Yasutomi M, Fujimoto K, et al. Func-
tional outcome after low anterior resection
with low anastomosis for rectal cancer using
the colonic J-pouch：prospective random-
ized study for determination of optimum
pouch size. Dis Colon Rectum 1996；39：
986―91.

53）Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, et al. En-
largement of colonic pouch after proctec-
tomy and coloanal anastomosis： potential
cause for evacuation difficulty. Dis Colon
Rectum 1999；42：1181―8.

54）Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, et al. Hori-
zontal inclination of the longitudinal axis of

2006年（平成18年）度後期日本消化器外科学会教育集会

小
腸
・
大
腸
２

113



the colonic J-pouch ： defining causes of
evacuation difficulty. Dis Colon Rectum
1999；42：1560―8.

55）Lazorthes F, Gamagani R, Chiotasso P, et al.
Prospective, randomized study comparing
clinical results between small and large colo-
nic J-pouch following coloanal anastomosis.
Dis Colon Rectum 1997；40：1409―13.

56）McDonald PJ, Heald RJ. A survey of postop-
erative function after rectal anastomosis
with circular stapling devices. Br J Surg
1983；70：727―9.

57）Carmona JA, Ortiz H, Perez-Cabañas I. Al-
terations in anorectal function after anterior
resection for cancer of the rectum. Int J Col-
orect Dis 1991；6：108―10.

58）Karanjia ND, Schache DJ, Heald RJ. Function
of the distal rectum after low anterior resec-
tion for carcinoma. Br J Surg 1992；79：
114―6.

59）Ho YH, Wong J, Goh HS. Level of anastomo-
sis and anorectal manometry in predicting
function following anterior resection for ade-
nocarcinoma. Int J Colorect Dis 1993；8：
170―4.

60）Hida J, Yasutomi M, Fujimoto K, et al. Func-
tional outcome after low anterior resection
for rectal cancer using the colonic J-pouch.
Surg Today 1997；27：1109―12.

61）Hida J, Yoshifuji T, Matsuzaki T, et al. Long-
term functional changes after low anterior
resection for rectal cancer compared be-
tween a colonic J-pouch and a straight anas-
tomosis. Hepato-Gastroenterol（in press）．

62）Z’graggen K, Maurer CA, Birrer S, et al. A
new surgical concept for rectal replacement
after low anterior resection：the transverse
coloplasty pouch. Ann Surg 2001； 234：
780―5.

63）Mantyh CR, Hull TL, Fazio VW. Cloplasty in

low colorectal anastomosis：manometric and
functional comparison with straight and colo-
nic J-pouch anastomosis. Dis Colon Rectum
2001；44：37―42.

64）Harris G, Lavery I, Fazio VW, et al. Reasons
for failure to construct the colonic J-pouch：
what can be done to improve the size of the
neorectal reservoir shoul it occur? Dis Colon
Rectum 2002；45：1304―8.

65）Ho YH, Brown S, Heah S, et al. Comparison of
J-pouch and coloplasty pouch for low rectal
cancers：a randomized, controlled trial in-
vestigating functional results and compara-
tive anastomotic leak rates. Ann Surg 2002；
236：49―55.

66）Huber F, Herter B, Siewert J, et al. Colonic
pouch vs. side-to-end anastomosis in low an-
terior resection. Dis Colon Rectum 1999；
42：896―902.

67）Machado M, Nygren J, Goldman S, et al. Simi-
lar outcome after colonic pouch and side-to-
end anastomosis in low anterior resection for
rectal cancer： a prospective randomized
trial. Ann Surg 2003；238：214―20.

68）Talley NJ, O’Keefe EA, Zinsmeister AR, et al.
Prevalence of gastrointestinal symptoms in
the elderly：a population-based study. Gas-
troenterology 1992；102：895―901.

69） Nelson R, Norton N, Cautley E, et al.
Community-based prevalence of anal inconti-
nence. JAMA 1995；274：559―61.

70）Nakanishi N, Tatara K, Nakajima K, et al.
Urinary and fecal incontinence in a
community-residing elderly population ：
prevalence, correletes and prognosis. Nippon
Koshu Eisei Zasshi 1997；44：192―200.

71）Hida J, Yoshifuji T, Tokoro T, et al. Long-
term functional outcome of low anterior re-
section with colonic J-pouch reconstruction
for rectal cancer in the elderly. Dis Colon

下部直腸癌に対する pouch operation とその成績

114



Rectum 2004；47：1448―54.
72）Dehni N, Schlegel RD, Tiret E, et al. Effects

of aging on the functional outcome of
coloanal anastomosis with colonic J-pouch.
Am J Surg 1998；175：209―12.

73）Huguet C, Harb J, Bona S. Coloanal anasto-
mosis after resection of low rectal cancer in
the elderly. World J Surg 1990；14：619―23.

74）Everhart JE, Go VL, Johannes RS, et al. A
longitudinal survey of self-reported bowel

habits in the United States. Dig Dis Sci
1989；34：1153―62.

75）Read NW, Celik AF, Katsinelos P. Constipa-
tion and incontinence in the elderly. J Clin
Gastroenterol 1995；20：61―70.

76）Sadahiro S, Ohmura T, Yamada Y, et al. Fac-
tors influencing bowel habits：analysis by
age, sex, and size or shape of the large bowel.
J Jpn Soc Coloproctol 1993；46：111―5.

2006年（平成18年）度後期日本消化器外科学会教育集会

小
腸
・
大
腸
２

115


