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1. Provox Vegaを用いた留置・交換手技の特徴
【福島先生】 ボイスプロテーゼによるシャント発声は、
気管と
（人工鼻）
で
食道の間にボイスプロテーゼを挿入し、
指やHME
永久気管孔を閉鎖することにより肺からの空気が気管から咽
頭側へ流れ咽頭粘膜を震わせ音声となる。
シャント発声の長
所として連続した自然な発声ができることが挙げられるが、
短
所としては費用やケアの手間がかかること、
通院の必要がある
こと、
誤嚥性肺炎のリスクがあることである。
2014年12月までに205症例にボイスプロテーゼ
当院では、
を挿入しており、疾患の内訳は下咽頭癌：125 例、喉頭癌：72
例、
その他：8例、
術式の内訳は下咽頭喉頭全摘+遊離空腸再
喉頭全摘：71例、
その他：7例となっている。
患者の
建：127例、
高齢
年齢は60〜70代をピークに30〜80代まで分布している。
75歳以上の患者12名のうち、発声良
者にも挿入を行っており、
発声困難：2例、
使用せず：2例、
再発死亡：1例という状
好：7例、
況である。
最高齢は現在87歳であるが元気に通院している。
ボイスプロテーゼの留置にあたり、
当院では特に再建症例に
おいては二期的気管食道シャント造成術
（喉頭全摘出術後、
期
QOL向
間を空けてボイスプロテーゼを留置）
を採用している。
上目的の手術であることから、
合併症やリークなどのリスクを
避けることを基本としているためである。
日本国内で流通しているボイスプロテーゼはアトスメディカ
販売当初はProvox 2、
2014年7月か
ル社のProvoxのみであり、
Provox VegaとProvox 2の
らはProvox Vegaが使われている。
主な違いは、
手術法・交換法・空気流量の3点である。
Provox Vegaのパンクチャーセット
まず手術についてだが、
②穿刺針、
には、
①ダイレーターに装填されたProvox Vega、
④咽頭プロテクターが含まれており、
二期
③ガイドワイヤー、
的手術においては咽頭プロテクターの代わりに挿管チューブ
を使用する。
手術に際してはまず挿管チューブを押し込むのだ
が、
特に空腸再建の場合は空腸がたるんでいるケースがあるた
め、
必ずファイバーを先行させて下端吻合まで見ておき、
そこ
Provox 2で
から挿管チューブを押し込むようにしている。
また、
使用していた穿刺用トロッカーは非常に鈍的であったため、
試
験穿刺の後、
本穿刺の前にあらかじめメスを刺しておく必要が
Provox Vegaにおいては鋭的な穿刺針によって直接
あったが、
穿刺が可能となり、
さらに鉗子を使わずにダイレーターごとボ

がん研有明病院頭頸科 医長

イスプロテーゼを引き抜くことができるため、
気管膜様部を挫
滅させることなく最小の侵襲でボイスプロテーゼを留置できる
ことが最大の特徴である。
次に交換については、
当院では外来時に問診と飲水テストを
行い、
漏れの状況を確認のうえ交換のタイミングを判断してい
る。
漏れの種類には弁からの漏れと脇からの漏れの2種類があ
状況
り、
適正なサイズのProvoxに交換することは勿論のこと、
に応じて患者への乳酸菌の飲用指導・正しいブラシ使用法の
指導・フロリードゲルをブラシの先につけてのケア指導などの
ほか、
脇漏れ対策用の
「エクストラフランジ」
挿入などの対応も
行っている。
当院における患者のProvox交換周期は最短で1か
食残・カンジダの付着具
月、
最長で1年以上と個人差が大きく、
合によって通常の周期より短期間で漏れが生じ交換するとい
うケースもあるが、
それらを平均すると4か月程度である。
Provox 2・Provox Vegaともに前
交換時の手技については、
Provox ２では医療従事者がフランジを
方交換が可能である。
Provox Vegaでは予
折りたたんでセットする必要があったが、
めインサーターにボイスプロテーゼがセットされており、
組み
交換の際
立ての手間が掛からずに容易に交換が可能である。
は、患者に口を開けさせ、嚥下をさせないようにすることでス
ムーズに交換ができる。
セット完了後、
飲水テストをして問題が
無ければテールを切って交換完了となる。
Provox VegaはProvox 2に比べ内径が約1.2倍大きくなった
ことで空気流量が増え、
約8割の患者は変化を感じていないが
1〜2割弱の患者が「声を出しやすくなった」
という感想をもっ
ている。
ただし、
全く逆の
「声が出にくくなった」
「漏れやすくなっ
た」
という感想の患者もいる。
これは空気流量が増えたことによ
り空腸再建の患者であれば蠕動運動を引き起こし、
またそうで
ない患者であれば過
緊張を誘発している
ことが原因の場合が
あると考えられる。
こ
のような患者にはで
きる限りゆっくり話す
ような、
ソフトな発声
を心がけるように指
導している。
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【増山先生】 当院では患者の希望に応じて喉摘とボイスプ
ロテーゼ留置を同時に行う一期的挿入も行っており、
主に一
期的挿入は喉頭がんの症例に、
二期的挿入は下咽頭がん・遊
Provox
離空腸再建の症例に施行している。
一期的挿入では、
Vegaパンクチャーセットに含まれる咽頭プロテクターを使用す
る。
まず食道縦走筋を切離し過緊張の防止対策を取る
（図1）
。
Provoxを挿入する位置をマーキングし咽頭プロテクターを頭
側から挿入する。
穿刺針を咽頭プロテクターの中に刺し、
ガイ
ドワイヤーを通してプロテクターからガイドワイヤーが出てくる
のを確認したら、
穿刺針・プロテクターの順に外す。
その後の手
順は二期的挿入と同様である。
なお、
当院では下咽頭収縮筋
は縫合していない。
一期的挿入の長所は術後１週間ほどで経
口摂取が可能となると発声練習ができることで、
退院時には発
声できているという点である。

2. シャント発声のトラブルシューティング1）
【福島先生】 シャント発声にまつわるトラブルは、初回挿入
時の合併症（急性期合併症）
と経過観察中の様々なトラブル
まず急性期合併症として局所感染があげ
の2つに分けられる。
られ、
過去の症例のうち局所感染を生じたのは約 8%である。
Provox 採用初期においては初回挿入時に8 ㎜・10 ㎜のプロ
テーゼを使用していたところ、
術後にProvoxが埋没して潰瘍を
作り、
一旦抜去して数日後に再挿入、
ということがあった。
この
2009年からは初回挿入時は12.5㎜、化学放射線療
ことから、
加えて、
2010年か
法をしている症例には15㎜を使用している。
らは粘膜にメスを入れてできるだけ低侵襲で穿刺を行うように
したところ、
初期のころは3割ほどだった感染が5%ほどに減少
Provox Vegaでは14例の挿入を行ったが、
まだ感染はな
した。
い。
次に、
経過観察中のトラブルだが、
一番多いのは発声困難
気管
症例である。
声が出ない原因は大きく分けてシャント孔、
孔、
新声門の３つに分けられる
（図2）
。
一番多いのがシャント孔
の問題で、
ボイスプロテーゼに汚れが付着しているというもの
である。
これについては、
殆どの場合ブラシがけの再指導で解
決できる。
また、
シャント孔を覆ってしまうほどの肉芽が発生し
Provoxのサイズに問題がある。対策として長め
ている場合は、
のプロテーゼを挿入し、
肉芽が治まるとサイズダウンするとい
う方法をとる。
気管孔の問題としては、
気管孔の閉鎖ができな
い・密閉して送気を誘導できないというケースがある。
対策とし
て、
ラリボタン・ラリチューブ・Tチューブなど気管孔に使用する
様々なデバイスにより密閉できるよう工夫している。
次に新声門
（音源）
の問題は、
それぞれ過緊張、低緊張、空腸の蠕動運動
の問題に細分化できる。
咽頭収縮筋が収縮してしまう過緊張
の症例には、
リハビリテーションの一環としてリドカインを局所
その間に発声の感覚を掴ま
注射し一時的に緊張を弛緩させ、
せる。
当院におけるこれまでの音声獲得状況は、
約90%が発声良

7%が発声不良、3%が発声不可である。発声不良の原因は
好、
意欲低下や過緊張など、
発声不可の原因は気管孔の問題や感
染によるボイスプロテーゼの抜去などがあった。

3. 喉摘者の経済的負担軽減にむけた取り組み
【増山先生】 喉頭摘出後、一般的に職場における音声使用
度は低くなり、
とりわけ代用音声の習得が不十分な人におい
そ
て、
術後の減収・離職・転職を余儀なくされる傾向が高い2）。
こで我々は県と連携し、
「県喉会」
という食道発声を練習してい
る喉頭摘出者団体に対して、
食道発声のほか、
電気式人工喉
頭やシャント発声についても理解を深めてもらうよう啓発活動
を行っている。
また、
行政の方々に喉摘・音声障害に対する理
解を深めていただき、
喉摘者や家族には身体的・社会的・経済
的負担が重い現状をお話しし、
喉摘者が使用する消耗品であ
（人工鼻）
とアドヒーシブにかかる費用の助成をお願い
るHME
している。
現在、
全国でHMEやアドヒーシブを障害者日常生活
（2015年
用具として認可しているところは12都道府県36か所
1月現在）にとどまっているが、当院が取り組みを行っている山
とりわけ山梨県で
梨県・長野県がこのうち9か所を占めており、
はシャント発声の患者のうち8割以上が障害者日常生活用具
として消耗品の助成を受けることができている。
最近は化学療
法併用放射線療法による喉頭温存率が高いということが報告
されているが、
必ずしも生存率や機能温存に結びついていない
真の機能温存とは、
喉頭摘出後であっても音声
現状がある3）。
を再獲得して家庭・職場へ復帰を果たし、
患者や家族のQOLを
向上させるということではないだろうか。
今後もシャント発声の
みならず、
喉摘後のスピーチ・コミュニケーション障害に対する
幅広い支援活動を続けていきたい。
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