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喉頭機能を温存した頭頚部がんの標準的治療法の確立に関す
る研究

主任研究者 大阪府立成人病センター

吉 野 邦 俊

研究成果の要旨
１）下咽頭癌喉頭温存手術 166 例を対象として喉頭切除範囲と術後機能の関係を検討した結果、輪
状軟骨の切除範囲が気管孔閉鎖の可能性を予測する指標になる可能性が示唆された。気管孔開存・
輪状軟骨半側以上切除例において嚥下機能低下が顕著であった。２）2006 年 8 月より開始した下咽
頭癌放射線治療例の前向き研究では、現在までに 78 例が登録されている。３）昨年度作成した嚥下
機能評価表の煩雑さを解消するため、この前段階としてｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを目的とした 3 項目の簡易スケー
ルを試作した（2 段階評価法）４）喉頭癌に対する化学放射線交替療法-臨床第２相試験-を開始し、
現在までの登録 11 例では全例で原発巣の CR が得られ重篤な副作用はみられていない。５）声門癌
T1/2 の照射後再発例に対する救済手術のﾌﾟﾛﾄｺｰﾙｽﾀﾃﾞｲの分析結果、喉頭温存手術が標準治療となり得
ることが示唆された。喉頭癌に対する喉頭微細手術下の KTP レーザー治癒切除の有効性、下咽頭癌に対
する切除・一次縫合の術式の適応基準、喉頭温存手術での誤嚥防止術式の工夫が示された。６）選択
動注照射後の広範囲な救済手術で、術後合併症は非常に高率となる問題点が明らかにされた。
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研究報告
１ 研究目的
本年度は１）下咽頭癌の喉頭温存手術における喉頭切

を行い、救済手術としての喉頭温存手術の役割、問題点

除範囲と術後機能の関係を明らかにして喉頭温存手術の

を明らかにすること、３）喉頭機能の中で不可欠な誤嚥

適応標準化のための基礎データとすること、前年度に引

防止機能の評価法（嚥下機能評価法）の標準化を図るこ

き続き、２）下咽頭癌放射線治療例の prospective study

と、４）喉頭癌に対する化学放射線交代療法第２相試験
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の研究計画を開始して、安全性、耐用性、効果を検証す

た。この結果は、甲状軟骨切除や先に述べた喉頭軟部組

ること、５）喉頭温存手術の適応の確立、改良・工夫、

織の切除範囲の多様性が関係している可能性と考えて、

６）選択動注照射後の救済手術の問題点の解明を主な目

次の検討を行った。

的とした。

表１

２ 研究成果
１）下咽頭癌の喉頭温存手術における喉頭切除範囲と術
後機能（吉野、全員）
過去の下咽頭癌の喉頭温存手術について、共通の調査
用紙をもとに調査して集積された 166 例を対象とした。
年齢は平均 62.7 歳
（34～85 歳）
で、
T 病期は T1/T2/T3/T4：
41 例/80 例/ 25 例/18 例であった。手術以前の治療は、

e）輪状軟骨「切除なし」披裂軟骨「切除あり」18 例に

放射線治療 63 例（38.0%）
、化学療法 50 例（30.1%）で、

ついて：甲状軟骨の切除範囲別にみた気管孔閉鎖率は、

再建材料は一次縫合 22 例、前腕皮弁 78 例、遊離空腸 46

「一側：～半分」7/8(87.5%)「一側：半分～」2/3(66.7%)

例、その他 19 例であった。

であったのに対して、「一側全部」「一側～両側」では

a）軟骨切除と喉頭軟部組織切除の関係：披裂軟骨と輪状

0/7(0%)と気管孔閉鎖が可能な例はなかった。
輪状軟骨切

軟骨いずれも「切除なし」の 86 例では、喉頭軟部組織が

除がない場合でも、甲状軟骨一側全体以上（全て仮声帯

切除されたのは仮声帯の 3 例(3.5%)のみで、
96.5%とほと

切除）＋披裂軟骨の切除例は気管孔閉鎖が困難であると

んどは切除されていなかった。一方、披裂軟骨と輪状軟

思われた。

骨いずれも「切除あり」の 38 例では、喉頭軟部組織は仮

f）軟骨切除と嚥下機能
気管孔閉鎖が可能であった群と開存したままの群で

声帯～声帯は全例切除されていた。前２群の中間の切除
範囲となる、輪状軟骨「切除なし」披裂軟骨「切除あり」

は、嚥下機能が異なる可能性があるため、この２群に分

の 14 例では、仮声帯切除が 10 例(71.4%)、仮声帯～声帯

けて嚥下機能を検討した。その結果、①気管孔閉鎖例で

切除が７例(50.0%)であり、喉頭軟部組織の切除範囲は

は、食事時間が術前よりやや長くなり、柔かい食品を摂

様々で多様性が認められた。

取して、
“むせ”が「ときどき」ある例が増えるものの、

b）甲状軟骨切除の範囲：切除「あり」は 126 例(76.4%)

大部分は術前とほとんど変化はみられなかった。②気管

であり、切除範囲は甲状軟骨翼「一側半分以下」
、
「一側

孔開存例では、誤嚥による発熱、嚥下性肺炎はほとんど

半分以上」
、
「一側全部」
、
「一側～両側」の 4 つに分類で

みられなかったが、
軟骨の切除範囲が大きい輪状軟骨
「半

きた。
その分布はそれぞれ 52 例 (31.5%)、24 例 (14.5%)、

側以上切除」例において、
「食形態調整」
、
「経管併用」の

38 例 (23.0%)、10 例(6.1%)であった。

割合が多く、食事時間が術前の「２倍」以上かかる割合

c）輪状軟骨切除の範囲：切除「あり」は 53 例(32.1%)

が高く、栄養摂取の苦労が伺われた。

であり、全て披裂軟骨も切除されていた。切除範囲は輪

g）後日の喉頭摘出の頻度とその理由

状軟骨「一部」
「一側後方」
「半側以上」の大きく３つに

後日、喉頭摘出されたのは 12 例 (7.2%)であったが、9

分類でき、それぞれ 14 例 ( 8.5%)、5 例 ( 3.0%)、31

例は腫瘍再発によるもので、誤嚥によるものは 2 例

例 (18.8%)であった。

(1.2%)のみであった。

d）軟骨切除と気管孔閉鎖率の関係（表１）
：輪状軟骨の

２）下咽頭がん放射線治療後の救済手術としての喉頭温

切除範囲と気管孔閉鎖率の関係を検討した。気管孔閉鎖

存手術の意義に関する研究（吉野、全員）
救済手術としての喉頭温存手術の役割を検討するため、

率は、輪状軟骨「切除なし」78.5%(84/107)、
「一部切除」
78.6%(11/14) と 高 率 で あ っ た が 、「 一 側 後 方 」 で は

下咽頭がんに対する放射線治療例の prospective study

40.0%(2/5)、
「半側以上」13.8%(4/29)と低率となってい

を 2006 年 8 月より開始した。現在までに 78 例の症例が

た。
このことから輪状軟骨のリング状構造がなくなる
「一

登録されている。登録時に、手術をするとした場合に喉

側後方」以上の切除範囲になると気管孔閉鎖は困難にな

頭温存の可能性についてあらかじめ評価しておき、実際

る可能性が大きくなることが示唆された。

の救済手術において喉頭温存が可能かどうかを

ただ、輪状軟骨「切除なし」で披裂軟骨「切除あり」
の 18 例では、気管孔閉鎖率は 50.0%(9/18)に留まってい

prospective に検討する予定である。
３）嚥下機能評価の標準化に関する研究（藤本、全員）
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昨年度は本研究班にて作成した頭頸部癌術後嚥下機能

れた手術は部切：34 例（68％）、全摘：10 例（20％）、亜全摘：

評価表（案）を用いた評価結果をもとに、評価項目を 10

6 例（１２％）であった。健存 48 例、原病死 2 例、喉頭温存率

項目に減らした。しかし、これでも検査は煩雑であり検

は全例では 72％（36/50）、喉頭温存手術群では 90％

査の普及の困難性が考えられたため、評価法の簡便さと

（36/40）であった。喉頭温存手術での局所制御は良好であ

妥当性・信頼性の両立を目的に 2 段階の評価法を提案し

り、放射線治療後再発症例に対しても喉頭温存手術が標準

た。詳細な検討は頭頸部癌術後嚥下造影評価法にて可能

的治療となり得る可能性が示唆された。

だが、その前段階としてスクリーニングを目的として誤

(2) 下咽頭癌切除一次縫合症例の検討（林）

嚥の程度と咽頭残留率、不顕性誤嚥の有無を基準とした

下咽頭表在癌で EMR が非適応となる高度の上皮下浸潤

簡易スケールを試作した
（表 2）
。
25 例の喉頭亜全摘術後、

が疑われる症例に対して、切除後一次縫合を行った３２例に

舌癌術後を対象として検討した結果、このスケールの信

ついて検討した結果、局所制御、術後合併症の点からも本

頼性と妥当性があることが示唆された。今後さらに実際

術式の有用性が認められた。喉頭温存率は 88％(28/32)で

の摂食状況や予後を含めた検討を進める予定である。

あった。一次縫合が可能な範囲は梨状陥凹癌では 1 側の梨

表 2：嚥下造影簡易評価．

状陥凹および披裂喉頭蓋ヒダおよび喉頭蓋基部の切除、輪

5 点以上で経口摂取訓練が可能と考えられる。

状後部癌では輪状後部の粘膜と 1 側の梨状陥凹内側、後壁

A：誤嚥

R：残留

癌では粘膜欠損が２－３ｃｍで後壁に限局する範囲と考えら

S：不顕性誤嚥

誤嚥なし

7

なし

3

有り

-1

少量誤嚥

4

空嚥下でクリア

2

なし

0

多量誤嚥

1

空嚥下後少量残る

1

空嚥下後多量に残る

0

れた。
(3)誤嚥を防ぐための喉頭温存術式の工夫（川端）
下咽頭癌の喉頭温存手術において、切除後の再建の皮
弁を喉頭蓋断端に縫合することによって、喉頭入口部へ
の覆いを作成する方法は、従来の下咽頭部分切除再建に

嚥下造影所見からまず 3 項目を評価する。

比べて、誤嚥防止の上でより有効な術式の可能性である

A: 誤嚥（Aspiration), R 残留（Residue),S:不顕性誤嚥（Silent

ことが考えられた。今後の検証が必要である。

aspiration；むせのない誤嚥）の 3 項目の点を合計した 10 点満点で評価。

(4) 喉頭微細手術下の KTP レーザー治癒切除の有効性の

４）進行喉頭癌に対する化学放射線交替療法による喉頭

検討(永原)：T1/2 声門癌 61 例について検討した結果、

温存向上に関する研究-臨床第２相試験（長谷川、全員）

前連合型の 2 例のみに局所再発を認めた。その原因とし

喉頭癌（Ⅲ,Ⅳ期）に対する化学放射線交代療法第２相

て喉頭前連合の視野の悪さが考えられた。これに対して

試験の研究計画をまとめ、研究班各施設の倫理委員会の

仮声帯を含む喉頭の上部構造の切除と、Zeitels 型など

承認を経て、臨床試験を開始した。現在のところ３施設

前連合の視野の取り易い喉頭鏡の有用性が示唆された。

において承認されている。予定登録数は 50 例、予定登録

６）選択動注照射後の救済手術の検討（松浦）

期間は 2 年で追跡期間は 5 年を予定している。これまで

選択動注照射後に救済手術を行った 24 例について検

に 11 例が登録されたが、
そのうち治療を完遂した６例で

討した。その結果、手術時間や出血量が多くなる傾向が有

は、原発巣は全例でＣＲを達成した。N2a の１例はプロ

り、手術範囲が大きくなれば術後合併症は非常に高率（とき

トコールに従い、計画的頸部郭清術を受けた。1 例では

に致死的）であるため、初回治療時には症例の十分な吟味

縦隔リンパ節転移再発に対し救済手術を必要とした。G3

の上で選択動注を選ぶべきであり、安易に本治療法を選択

以上の重篤な副作用を認めていない。これまでの結果で

すべきではないと考えられた。

は全例で原発巣に CR の効果が得られ、
重篤な副作用はな

４．倫理面への配慮

下咽頭癌の喉頭温存手術症例、および嚥下造影検査例

く、本試験は継続可能な臨床試験と考える。さらに研究
を継続する予定である。

の症例集積は、各施設の登録場番号のみの記載として解

５）喉頭温存手術の適応の確立、改良・工夫

析施設では個人を特定できないようにした。また、結果

(1) 声門癌Ｔ1/2 放射線治療後再発例に対する喉頭部分切

の公表についても個人を特定できる情報は含まれていな

除術の標準化（林、全員）

い。その他の研究における情報収集には、個人を特定で

2002 年 10 月より声門癌 T1/2 の放射線治療後再発例に

きる情報は含まれないように配慮した。共同研究のプロ

対しては部切を原則とすることで、プロトコールスタデイを開

トコール実施に当たっては、各施設の倫理委員会の承認

始した。2004 年 9 月までに 50 例が集積された。実際に行わ

を得ている。
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