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進行喉頭癌症例に対して化学放射線治療で喉頭温存を目指す考えは、1991年のVeterans affairsの試験
を端緒として多くの施設に受け入れられてきた。
しかし、
その後、化学放射線療法は進行喉頭癌症例において
喉頭全摘の生存率を凌駕するものではない、
という報告も多く、
たとえ癌腫の根治が得られても健全な喉頭機
能が失われる問題点も内包している。
このような我々がしばしば臨床で経験するジレンマを、Dr.Hilgersらオラ
ンダの頭頸部外科医は独自の戦略により解決しているようである。
シャント発声による音声リハビリ、HMEシステムによる下気道の保護、嗅覚減
喉摘者のQOLの維持のために、彼らは以前から、
退のリハビリなど、
きめ細かい対応策を用意してきた。
そして、
このような一連の医療活動が、言語聴覚士、看護師らの能動的な参
シャント発声の普及とともに、多職種
画で成立していることは知るべきであろう。本邦における喉摘者の有意義な人生のために、
連携による支持療法が不可欠であることを改めて感じさせられた貴重な講演であった。

演者

Frans JM Hilgers 先生
（Chairman-emeritus, Head&Neck Oncology and Surgery, the Netherlands Cancer Institute
Professor-emeritus, University of Amsterdam）

進行声門がんと進行声門上がんにおけ
る喉頭全摘出術の件数は、1990年代から
現在に至るまで減少し続けているが、
これは、
初期放射線療法
しかし、機
が行われるケースがかなり増えていることによる1）。
能温存や生存率の観点において、依然として最適な治療法に
ついて様々な研究を通じた議論が続いている。
この分野についての最初の研究であるVeterans affairs
study 2 ）では、導 入 化 学 療 法 後に放 射 線 療 法を行う方 法
と喉頭全摘出術とが比較され、
これら2つの方法に
（ ICRT ）
おいて全体的な生存率には差異はないと結論づけられたが、
T4N0サブグループにおいては喉頭全摘出術による生存率の
方が高かった。
次に行われたRTOG 91-11 study３）４）という無作為研究で
の場合・放射線治療のみの
は、併用化学放射線療法（CCRT）
場合・ICRTの場合の3つが比較され、CCRT法では有意に高い
局所制御率と高い咽頭温存率が示されたが、生存率について
この研究では進行
は3種類の方法全てにおいて同様であった。
T4疾患を排除しているため、選択バイアスがあるという重要な
点を考慮しなければならないのだが、興味深いことに多くの機
関がこの結果から
「 CCRTが進行喉頭がんの標準的治療法で
ある」
という結論に飛躍している。
その後10年間の追跡試験結
果においてもCCRTがこれら3種類の方法の中で最も喉頭温存
できる可能性が高いと結論づけているが、生存率という点に
おいては有利でないばかりか、喉頭がんまたはその治療に起
因しない死亡率はCCRTの場合の方が高いという結果が出て
いる。
ここまでで、放射線療法に化学療法を追加すると救済手術

を要する羅病率が有意に増加する、
ということが分かるが、
さらにWeber５）とMachtay６）による研究では、咽頭皮膚瘻と
合併症の発生率が上昇することが示され、オランダがんセン
ターにおいても同じ結果であった７）。
Zbärenによるがん再発についての研究では８）、術前病期診
断において、患者の半数以上において再発の過小評価が見ら
れたことを示している。
このことから、
医師による術前病気診断
は、患者の生存を左右する最後の機会になり得ることを踏ま
え、喉頭温存すべきかどうか非常に慎重な評価のもとで行わ
れるべきであることを示している。
トロントの研究において、任意抽出された患者のT3とT4の
治癒の見込みが最も高いのは、依然として喉頭摘出であるこ
とが示されているように、進行疾病における化学放射線療法
が喉頭摘出と同等に有効とは言えない、
とする証拠は多い９）。
1990 年代、オランダの頭頸部団体（ Netherlands Head
and Neck Society）は、T3患者には放射線療法または化学放
射線療法のどちらかを用い、T4患者には喉頭全摘出術および
放射線療法で治療する、
という方針を固めた１０）。オランダが
んセンターにおいてT3とT4との生存率を比較したところ、T3
の方が明らかに小さく、転移の少ない腫瘍であるにもかかわら
ず、
興味深いことに両者に差異は見られなかった１１）。
は、CRTが患者に適した方法かどうかを評価
「TALKスコア」
「T4疾患
することを目的にMSKCCが考案したものであり１２）、
に対してCRTによって治療を行うと喉頭温存の面で予後不良
が見られる」
というVeterans affairs studyの所見との一致を
暗に示している。
これらを踏まえ、進行喉頭がんの最適な治療に関する私の
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結論は、
まず T４においては喉頭全摘出術を選択すべきであ
り、患者に示す最初の選択肢も喉頭全摘出術であるべき、
とい
うことである。T3についてはまだ議論が続いているが、外科手
術・RT・CCRTの3種類の治療法における生存率の差異はT4よ
りも明らかに小さくなっている。
一方で我々は、喉頭摘出者のリハビリテーションにおいて目
覚ましい進展が見られたことを忘れてはならない。喉摘者リハ
ビリテーションは、看護師・言語聴覚士など複数の専門分野
の医療従事者からなるチームで取り組むべきもので、現在日
本においてもこの体制が構築されつつあると聞いている。
喉摘者リハビリテーションの1つは、言うまでもなく発声
である。現在我々が使用している最新のボイスプロテーゼ
は、空気抵抗が低減されるよう改良されてい
「Provox Vega」
るとともに、製品寿命も以前より長くなるようデザインも見直
されている１３）１４）。
また、過緊張や低緊張、狭すぎる気管孔や深い気管孔など
を生じさせないよう手術に改良を重ねることで、患者の喉頭摘
出後の生活をより良いものにしようと努力している。
ヨーロッパのほとんどの国において、我々は常に一期的気管
食道シャント造成術（喉頭全摘出術と同時にボイスプロテー
ゼを留置）を実施しているが、穿刺しやすいこと、ボイスプロ
テーゼの挿入に要するのがわずか数分であること、
そして大変
非侵襲的で簡単な手順であることが主な理由として挙げられ
る。
また、喉摘者は、
より短期間で通常のコミュニケーション能
力と笑顔を取り戻すことができる。
二期的気管食道シャント造成術
（喉頭全摘出術終了後、
期間
を空けて別の手術で留置）
も簡単だが、
当然外科手術も2度必
要であり、
患者のリハビリテーション開始時期が遅れてしまう。
日本では、
オランダと比べて咽喉食摘術を行う患者が非常
に多く、空腸による再建を行っている。空腸再建における合併
症発生率は低いが１５）、私はこれまで空腸再建の患者の声の
状態が良くない例をたくさん見てきた。弱々しく
「湿った」声の
場合が多く、空腸のぜん動運動によって声がブロックされるこ
とが時折起こる。我々は、空腸再建に代わる方法として、何度
か遊離大彎胃管による再建（free greater curvature gastric
tube transfer）を行っており、Patelらによる論文にその再建手
技について詳しく書かれている１６）。大彎胃管移植では声をブ
ロックするぜん動運動がないため、発声がより明瞭になる。加
えて、特にCCRT後の再発の場合に言えることだが、非常に治
で頸部を覆うことが
癒しやすい組織である大網（omentum）
できることに大きなメリットがある。我々が行った症例では、頸
部に皮膚が全く残されてなかったために、大網で覆い、
その上
に皮膚を移植したところ、何の問題もなく治癒している。
胃管
を使った声はより強く、発声持続時間も長くなる。空腸再建に
際して開腹手術を行うのであれば、患者にとってより機能的な
選択肢となり得る遊離大彎胃管による再建を検討する余地は

十分にあるのではないかと考える。
肺機能リハビ
また、
喉摘者リハビリテーションの1つとして、
リテーションが大変重要であることが近年実施されている多
くの研究の中で示されている。
上気道は、
空気を肺に最適な状
態で届ける上で重要な役割を担っているが、
患者は永久気管
孔から呼吸するために、
上気道の機能は失われてしまう。
これ
HME（自己加温加湿フィ
に対する大変シンプルな解決方法は、
ルター）
の使用である。
「HME使用により気管内の加湿が保た
れ、
粘膜繊毛機能が大きく回復する」
という結論が導かれる証
さらに、
喉頭摘出直後からHMEを使用する
拠は多い１７）１８）１９）。
ことで、
患者の気管内はより良い状態で加温加湿され、
咳が減
ることによって痰吸引の回数が減り、
看護時間も減らすことが
HMEは感染症を予防することから、多くの国において
できる。
HMEは病院で処方され、健康保険が適用され、償還価格が適
HMEは、喉摘者の生活の質（QOL）
を改
用されている。
加えて、
善するだけでなく、
肺感染症の治療機会を減らすので、
実質的
には費用対効果が高いとも言える。
よって、
肺機能リハビリテー
ションにおいてHMEの使用は標準治療法とされるべきである。
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