
S状結腸切除術について

ID:

氏名:

１． あなたの診断名は

２． がんの進行度（病期）及び悪性度は

別紙説明記録に詳述しましたが、手術後の病理結果で確定しますので現時点では確定されま

せん。

３． 手術の名称

術式：通常開腹でのS状結腸切除術

４． 手術日および予定開始時間 （開始時間はおおよそであり、変わることがあります）

年 月 日（ 曜日） 開始予定時間：

５． 麻酔法

全身麻酔

６． 手術時間

約 ３ 時間

７． 術後入院期間

約 ８ 日 退院予定

８． 手術治療の目的

根治切除

９． 術式の具体的な内容

別紙説明記録に記載しました。

１０． 手術成績および手術に期待されることとその見通し

別紙説明記録に記載しました。

１１． 合併症

別紙説明記録に詳細しました。繰り返しになりますが縫合不全の可能性は5％程度（１００人

中の５人）ほどあり得ます。状況にもよりますが、緊急手術での人工肛門造設もあり得ます。
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説明日：

千葉県がんセンター

説明医師：

上記について医師より説明を受けました

患者氏名：

同席者（関係　　　　　）：

１２． 死亡の危険性のある重篤な合併症とその発生率

別紙説明記録に詳細しました。心筋梗塞、脳梗塞、深部静脈血栓症を発症した場合には死

亡する危険性がありますが、重篤な合併症の可能性は1％程度と推定されます。

上記以外にも予測できない合併症が起こることがあります。

１３． 手術後の後遺症

別紙説明記録の合併症の項目内に記載しましたが、性機能障害などがあり得ます。

１４． 他の手術法あるいは手術以外の治療

腹腔鏡下でのS状結腸切除についてご説明しましたが、適応がないまたは、患者さんのご希

望が通常開腹でした。また化学療法での治療の可能性は手術療法に比べ、根治できる可能

性が大変低いのでお勧めしません。

１５． 治療を全く行わない場合のリスクや予後について

癌が進行する事が予想されます。現在より癌が大きくなり、便の通り道である大腸を完全に

塞いでしまうことや、出血が予想されます。さらに遠隔臓器転移が生じ、治療が困難になりま

す。最終的には癌で死亡する事が予想されます。

１６． セカンドオピニオンについて

千葉県がんセンターではセカンドオピニオンを推進しております。

ご希望のある場合は、担当医師あるいはスタッフにお声掛下さい。
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ID:

氏名:

CT検査から肝臓、肺などの遠隔臓器に転移の所見を認めません。

検査では他の大腸に治療すべき病変は指摘されていません。

S結腸癌説明

採血で大腸癌の代表的腫瘍マーカーであるCEAとCA19-9は正常値でし
た。
腫瘍マーカーの意義はこの文章では書き切れないので口頭で説明しま
すが、術後もこの腫瘍マーカーは定期的に測定します。

大腸内視鏡とCTからS状結腸に癌の病巣を認めます。大腸内視鏡では
生検をしており、病理検査で腺癌という大腸癌では最も多い癌のタイプと
診断しています。

この癌の浸潤は少なくても漿膜下層にまで達していると術前診断して
います。この深さにまで浸潤している大腸癌ではすでに周囲のリンパ
節に転移している可能性が50％程度あります。
リンパ節転移の診断には手術でリンパ節を切除し、顕微鏡で詳しく調
べる病理検査が必要です。術前では確定できません。
治療ではリンパ節転移の可能性があるとされる定型的範囲までを郭
清切除する手術（根治切除）での治療が第一選択です。

癌の進行具合を示す病期は遠隔臓器転移がない状態で、癌の浸潤
が漿膜下層以深に達し、リンパ節転移がないならStage Ⅱ、リンパ節
転移がある場合にはStage Ⅲとなります。根治切除後の再発の危険
性はStage Ⅱは15％程度、Stage ⅢではⅢaで30％、Ⅲｂでは50％程
度あります。
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今回、提案する手術での切除郭清範囲は上左図のようになります。術式名はS状結腸切除術といいます。
癌を含むS状結腸を切除後に大腸を吻合再建します。この手術は現在、通常開腹でも腹腔鏡下での可能で、何れも保
健適応の術式です。通常開腹、腹腔鏡下手術での違い、それぞれの長点、短点は別紙説明記録に記載してあります。
違いをよく理解していただいた上で最終的にどちらかの方法を患者さんに選択していただきます。
何れのアプローチ方法でも合併症を生じる危険性があり、合併症はほぼ同等と判断されています。また、何れのアプ
ローチ方法の手術でも左下腹部からドレーンと呼ばれる管を挿入します。このドレーンは後日問題ないことが確認され
てから抜去します。
吻合再建法には手縫いで行う場合と器械吻合で行う場合があります。吻合の確実性などは変わりませんが、腹腔鏡下
の手術では器械吻合再建を用いる場合が多いです。

手術時間（麻酔時間とは異なります）は2-3時間程度を予想します。また麻酔には全身麻酔が必要です。
術後は順調に回復された場合には8日後の退院となります。
長期に渡る術後の不利益となるような症状はほとんどありませんが、排便回数はやや増加することがあるかもしれませ
ん。過去5年間の症例でこの手術後30日以内に死亡した症例はありませんが、別紙に詳述してありますように非常に危
険な合併症を生じることはあり得ます。

切除郭清する範囲のイメージ図 腹腔鏡下手術のイメージ図 器械吻合再建のイメージ図

大腸癌の進行度分類（病期、Stage ） 

 遠隔臓器転移なし 遠隔臓器転移あり 
 N0（リンパ節転

移なし） 
N1（1-3 個
の転移） 

N2（4個以
上転移） 

 

粘膜内浸潤 0  
粘膜下層～固有

筋層の浸潤 
Ⅰ 

漿膜下層以深の

浸潤 
Ⅱ 

Ⅲa Ⅲb Ⅳ 
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　腹腔鏡での手術 通常開腹での手術

腹腔鏡による大腸癌治療は日本では1996年から厚生労働省が早期癌に対してのみ保険適応としまし
た。現在はすべての大腸癌について保険適応となっています。近い将来、大半の大腸癌が腹腔鏡で
の手術となるでしょう。しかし、日本での腹腔鏡の歴史は浅く、開腹術との大規模臨床比較試験
（JCOG0404）の結果はまだ報告されていません。日本では各施設間で導入件数におおきな開きがあ
り、腹腔鏡での手術適応が施設間でかなり異なるのが現状です。

長所　（主に患者さんが感ずる長所）
　　傷が小さい、美的によい
　　痛みが少ない
　　入院期間が短い（海外の報告）
　　出血量が少ない　　　など
拡大視野で細かな血管、線維が判る
短所（主に術者が感ずる短所）
　　技術的に新しい
　　術者の手の感触がない
　　２次元での視野
　　応用が難しい　　　　など

長所　（主に術者が感ずる長所）
　　技術的に安定している
　　術者の手の感触がある
　　直接目で見る視野（３次元）
　　応用が利く　　　　　など

短所（主に患者さんが感ずる短所）
　　傷が大きい
　　痛みが強い
　　入院期間が長くなる
　　社会復帰が遅くなる　など
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1． 消化管の縫合不全：　腸と腸を結び合わせ、食べ物の通り道を確保するのが消化管の縫合ですが、結び目に亀裂
が生じ腸の内容物（便や消化液）が漏れてしまっている状態です。頻度は5％程度ですが、縫合不全を生じた場合、状
況によっては緊急に人工肛門などの手術、長期にわたる絶食などの処置を必要とします。

2． 吻合部狭窄：腸と腸の繋ぎ目が細くなってしまうこと。頻度は少ないです。

3． 出血：　今回の手術では今までの経験上約50-300cc以内の出血で済むと思われます。状況により輸血をさせてい
ただくこともありえます。

4． 循環器系疾患：　狭心症、心筋梗塞、心不全、肺塞栓、脳梗塞など。何れも頻度は5％以下ですが、この合併症は
生じると大変危険です。

5． 疼痛：　我慢することはありません、痛み止めを用意してあります。

6． 呼吸器系疾患：　無気肺、肺炎、誤嚥性肺炎など。下腹部の手術では頻度は5％以下です。

7． 術後の精神的不安、錯乱：　高齢者に多いです。この対策には鎮静も大事ですが、予防策が大変重要で早期の離
床を心がけ寝たきりにさせないことが肝要です。ご家族のご協力をいただくこともあります。

8． 皮下膿瘍：　消化管の縫合を伴う今回のような手術では消化管内にいる菌が、皮下組織にいつのまにか生着し術
後しばらくして膿が出てくることがあります。腹腔内には関係はないので重篤なものではありません。頻度的には10％
程度に起こっています。

9． 神経損傷に伴う機能障害：（皮切に伴う知覚障害や、性機能、排尿機能障害。）頻度は少ないです。

10． 麻酔に伴う危険性：麻酔科の先生から説明があります。

11． 腸閉塞：　この合併症に関しては退院後においても起こりうるものです。

12． 深部静脈血栓症（肺塞栓、エコノミークラス症候群）別紙説明記録に詳述しています。当院では予防策を講じてい
ますが、完全には防ぎきれていないのが現状です。死亡の危険性があります。

13． その他：　予期できない術後出血、その他の合併症、発熱、など。

14． 合併症が生じた場合、必要な処置を緊急に行なうことがあります。その場合、ご家族には処置後にご説明すること
があります。

今回の手術中及び術後数日以内で起こりえる合併症
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過去10年分の千葉県がんセンターで手術を受けた大腸癌患者を調べてみますと、
粘膜内にとどまっていた大腸癌ではリンパ節転移をしていた患者はいません（0％）。
粘膜下層にまで浸潤していた癌（ここまでが早期癌と呼ばれます）では約10％の人に
固有筋層にまで浸潤していた癌では約30％の人に、
漿膜下層及び漿膜まで浸潤していた癌では約50％の人にリンパ節転移がありました。
つまり、深く浸潤すればするほどリンパ節転移が起こりやすいといえます。
また、逆にすべての大腸癌が転移できる能力を持っているわけではないこともこの数字からわかります。

癌を含めた腫瘍という病気の本質は細胞が分裂、
増殖していく事にブレーキがかからなくなった
状態で勝手に大きくなっていきます。
腫瘍には一般的に良性の腫瘍と悪性の腫瘍に分け
られていますが、癌(上皮性)は肉腫(非上皮性)と
並んで悪性腫瘍の代表的疾患です。
良性と悪性の区別は浸潤または転移という能力
を腫瘍の細胞がもっているか、どうかで分けら
れます。
浸潤とは細胞と細胞との隙間に入りこみ、大腸の壁
に深くもぐり、血管のような壁を持った組織内にも
入り込める能力です。大腸癌は粘膜から発生します。
浸潤すると粘膜の下、粘膜下層にまず入り込み、
次に固有筋層、漿膜下層、漿膜ともぐりこんでいき
ます。この浸潤という能力は本来自分で動くことが
できる白血球が持つ能力で、動くことができない
粘膜の細胞が変化した大腸癌の場合、癌細胞が勝ち
取った能力と言えます。
転移とは、例えば血管の中に入りこんだ癌細胞が
血液の流れに乗って遠く離れた臓器にも運ばれ、
そこで増殖することです。癌の場合、転移には
大きく分けて3通りの形式があり、一つは血液の
流れに乗って起こる血行性転移、一つはリンパの
流れに乗って起こるリンパ行性転移、もう一つは
播種による転移です。
リンパ行性転移ではリンパ節に転移が起こります。
リンパ節は大腸の外に存在し、大腸の内側を覗く
内視鏡の検査ではリンパ節の事まではわかりません。
しかし手術ではリンパ節ごと切り取りますので、
過去の患者さんのデータ‐を調べれば、どのような
患者さんにリンパ節転移が起こりやすいかがわかります。
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根治手術後の再発で多いのは、血行性転移によるものがほとんどです。すなわち、肝臓、肺への再発が最も多いのです。

血行性転移では大腸癌の場合、最初に肝臓や肺に転移が見
つかることが多いのです。術前に肝臓を調べるのはこのため
ですが、検査でわかる大きさは最小で約1cm大ぐらいですが、
直径1cm大の癌転移巣を作るには約1億個も癌細胞が必要で
す。仮に1億の100分の1、すなわち100万個の癌細胞が肝臓
にあったとしても、とうてい術前検査ですべてが分かるはずが
ありません。肉眼的には取り切ったはずの癌が術後に再発し
てきた患者さんの場合、術前検査では分からないほどの数の
癌細胞が、手術の時にはすでに肝臓（もしくは他の臓器）に存
在し、術後数ヶ月もしくは数年かけて1億個以上に増殖してき
たのです。

播種による転移では、癌が腹腔内や胸腔内のような広がりの
ある空間に種を播き散らかすかのように広範囲に転移が拡
がってしまいます。腹腔内に播種が起こると腹膜転移というお
腹の中のすべての臓器に転移が拡がります。このように腹膜
転移は広範囲におこるため、手術での治療法は多くの場合は
適応がないと思われます。

腹膜転移は胃癌では多い転移形式ですが、大腸癌ではあまり多くはありません。
大腸癌の転移ではリンパ行性転移が最も多く、次いで血行性転移が多く、播種による転移は比較的少ないのが特
徴です。根治手術後、再発がなければ大腸癌は治り、患者さんは生きていけるはずですが、再発される患者さんも
います。過去の患者さんのデータ‐を調べればある程度予測ができます。手術した全患者数と手術後5年後生きてい
た患者数との比率が5年生存率として計算されます。粘膜内癌の場合100％、粘膜下層まで浸潤した場合98％の確
率で5年間生きています。固有筋層以深に浸潤した癌ではリンパ節転移がなかった人では90～80％、リンパ節転移
があった人の場合70～60％の確率に下がってしまいます。つまり、リンパ節転移のあった患者さんは再発率が高い
といえます。これはリンパ節転移ができた癌細胞はすでに、より高い能力(転移できる能力)をもっていて、血行性転
移や播種もできる可能性が高いからと考えられます。
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上記について医師より説明を受けました

説明日：

説明医師：

保険医療機関： 千葉県がんセンター

〒260-8717　千葉市中央区仁戸名町６６６－２

TEL: 043-264-5431　FAX: 043-262-8680

患者氏名：

同席者（関係　　　　　）：

術後の治療についてはリンパ節転移の有無に大きく左右されます。

現在のところ大腸癌に対する治療法は3つの柱から成り立っています。1つ目は切除(手術)、2つ目は抗癌剤を中心とし
た化学療法、3つ目は放射線療法です。化学療法と放射線療法は手術との組み合わせにより、手術単独での治療に比
べ生存率を良くできる力(再発を抑える力)を持っている可能性を秘めています。今のところ、すべての大腸癌患者さん
に抗癌剤を使用すべきとは考えていません。

再発してくる確率が高い、リンパ節転移のあった人にはメリットがある

と思われており、これまで日本および海外での臨床試験からもリンパ節転移のあった患者さんの術後再発予防には化
学療法を行うことが望ましいとされています。また術後の再発予防を目的とした化学療法は外来で6ヶ月間の治療が標
準とされていますので、入院をしての治療は考えていません。化学療法の選択は手術後の顕微鏡による検査(病理検
査)の結果を参考に、また患者さんの意思を尊重して決めることになります。
放射線療法は癌の存在している部位が限局していることが必要です。今回は手術すれば明らかな癌の部位は取れて
なくなってしまいますので、現段階では適応はないと思われます

これまで手術を前提とした治療をご説明しました。手術で取りきれる可能性が高い大腸癌を手術をなさらずに治療
することは、現在お勧めできるものはありません。可能性として化学療法と放射線治療を組み合わせて行うことが考
えられますが、副作用のため治しきる可能性が非常に少なく、保健適応でもありません。
当院での治療プランをご説明しました。他の医療機関で意見を聞くセカンドオピニオンをご希望される場合には、遠
慮なさらずにお申し付け下さい。資料を作成しますので多少お時間を頂きますが、対応いたします。

13


