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喉頭癌の治療の歴史的変遷をみると、
19世紀後半に喉頭全摘術が初めて行われ、
その後喉頭部分切除術
20世紀に入ると部分切除の術式に様々な改良が加えられて進歩してきた。
さらに放射線療法が開
が開発され、
発、
改良され、
また化学療法も加わり、
最近ではレーザー照射により経口的低侵襲手術治療も導入され、
いわゆ
る集学療法により低侵襲で機能温存を図り、
よりよいQOLが得られるような治癒を目指すようになってきてい
る。
しかし一方では喉頭全摘術はいまだに進行喉頭癌のゴールドスタンダードであり、
本術式以外では完治が望めないことも多い。
喉頭摘出後の代用発声手段として食道発声やボイスプロテーゼによるシャント発声があるが、
食道発声は必ずしも容易に会得でき
るとはいえない。
AustraliaのPrincess Alexandra病院のDr. Comanは、多くの頭頸部癌患者の治療経験の中で、喉頭癌患者に対しても多職種
による集学的アプローチにより患者の希望も重視した上で、治療方針を決定、計画し実行している。喉頭全摘術を選択した患者に
その手術手技・術後トラブルへの対応法の詳細や、推奨はできないがProvox®を装
はProvox®ボイスプロテーゼを留置しており、
着していても水泳が可能な患者さんもいることをビデオで紹介頂き、我が国における無喉頭患者にとっても大変な福音を頂いた
素晴らしい講演であった。

演者

Scott Coman 先生（Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Princess Alexandra Hospital）

近年の外科手技の進歩にもかかわら
ず、喉 頭 癌の治 療はいまだに頭 頸 部 専
門外科医にとって難題である。Princess
Alexandra 病院の頭頸部外来では毎年
300〜400例の新規頭頸部癌症例を診察
しており、
そのごく一部が喉頭癌であるが、喉頭癌の率は社会
的な喫煙率の低下に伴い徐々に低下してきている。今日、
当院
では喉頭癌の全症例について多領域の担当者が集まって検
討し、個々の患者に適した治療計画を立てている。
喉頭癌の外科治療の主要目的は、癌を局所領域で管理しつ
つ無病生存期間を延ばすことである。副次的目的は、喉頭の
基本的機能を温存し、呼吸、嚥下、発声ができるようにするこ
とである。
［喉頭癌治療の歩み］
喉頭癌マネージメントの進展を歴史的にみると、19世紀後
半に外科手技の大きな進歩があったことがわかる。喉頭全摘
出術が最初に成功したのもこの時期であり、
その後、喉頭部分
切除術が開発された。20世紀になると喉頭部分切除術が改良
され、
比較的小型の腫瘍における機能温存がそれ以前よりも
進歩した。20世紀初めには放射線療法が開発されたものの、
同技法が精巧化されたのは20世紀後半であり、初期の治療で
は分割線量が高かったため合併症等の問題が生じることも多
かった。最近では、CO2レーザーを筆頭に経口腔技法も利用で
きるようになり、進行した腫瘍に対しても放射線療法と化学療
法の併用で臓器を温存できるようになってきた。
いまや、外科
手術と放射線療法および化学療法を併用することで、進行喉
頭癌を首尾よく治療できるようになっている。
こうした現代の
治療法は、
まさしく集学的アプローチである。

［喉頭部分切除術］
部分切除術は、腫瘍学的には喉頭全摘出術と同様の成績
をもたらしながら、機能面を改善することをめざして開発され
T1腫瘍で前交連に浸潤がないか
た。喉頭垂直部分切除術は、
一部に限られる場合、
あるいは経口腔レーザー切除術の適応
とならない一定のT2腫瘍の場合に推奨される。早期声門腫瘍
であっても、放射線療法がうまくいかなかった患者の多く
（症
では救済手術として喉頭全摘出術が必要に
例の最大3分の2）
なる場合が多いことを心に留めておく必要がある。
ただし、
こ
のような症例でも喉頭部分切除術の施行が可能な場合もあ
るので、患者を慎重に選択することが重要である。前連合に広
く浸潤している場合には輪状軟骨上喉頭摘出術が推奨され、
これはT2およびT3の声門腫瘍および経声門腫瘍の一定症例
に有用である。部分切除術であれば気管孔を作らずにすみ、
嚥下と発声の機能を適度に維持できる。
［レーザー微細手術］
経口腔レーザー微細手術は、世界中で早期声門腫瘍の管
理に大きな影響をもたらした。CO 2レーザーは止血効果があ
るうえに組織を正確に切除できる点で有用であり、適切な症
例であればT1およびT2腫瘍の望ましい治療法になってきてい
る。腫瘍学的成績は喉頭部分切除術と同様だが、機能面でよ
り良好な結果をもたらす。放射線療法より短時間ですみ、費用
効果が優れ、繰り返し施行できる。
ただし、腫瘍へのアクセス
状況・腫瘍の大きさ・担当ユニットにおける手技経験の有無、
等の要素によって制限され、
当院における声門上腫瘍およびよ
り進行した声門腫瘍に対する経口腔切除術については、
これ
までのところ施行経験が限られている。
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［放射線／化学放射線療法］
化学放射線同時併用療法は、臓器温存試験で他の治療法
に比較し優れていることが立証されている。短所としては、化
学療法により合併症が生じることであり、実際のところVA 試
験及びEORTC試験では被験者の最大30%で機能が不良であ
を必要とし
り、気管切開又は長期PEG（内視鏡的胃瘻造設術）
ていた。
この治療法で失敗すると、救済手術も難しくなる。喉
頭癌患者で化学放射線療法を検討する際には、機能を温存す
る価値があるかどうかを判断しなければならない。化学放射
線療法は治療前の機能が良好な患者に対して検討すべきであ
T3の声門および上声門腫瘍の患者の一部にとって
る。
ただし、
は、
この治療法が喉頭を温存するきわめて有効な手段となり
うる。T4腫瘍の場合は一般に喉頭全摘出術が推奨される。
］
［喉頭摘出術／気管食道シャント造成術
（TEP）
喉頭全摘出術は、
いまだに進行喉頭癌の治療のゴールドス
タンダードである。喉頭摘出後の代用発声手段としてのボイ
スプロテーゼ留置は、
ごく最近になって格段の進歩を見せて
いる。我々の病院では、多くの患者にとって喉頭摘出後に食道
発声法を習得するのが難しいという状況を踏まえ、可能な限
り喉頭摘出手術と同時（一期的）にProvox®ボイスプロテー
ゼを留置するようにしている。当院で過去 3 年間にわたり、喉
頭全摘出15例および咽頭喉頭摘出13例で一期的にProvox®
挿入を実施したところ、Provox®の抜去が必要となった患者
は1例にすぎなかった。参考までに、初回留置に使用している
Provox®のサイズは、大多数の場合、外径:17フレンチ、長さ:8
㎜である。一期的留置により合併症の発現が増えることはな
く、入院治療費が削減されるので、患者にとって大いに有益と
考えている。
喉頭摘出術後の機能転帰をより良いものにするた
をでき
め、1）咽頭縫合に関しては、T字による閉鎖（多くは2層）
るだけ利用、2）頸部の皮膚切開位置から1センチほど離したと
ころに気管孔を作成し
（図1）、気管軟骨輪を斜切しない、3）常
に輪状咽頭筋切断術を施行、4）胸鎖乳突筋の胸骨頭を分割
トラ
して平らな気管孔を作製（図2）、等の工夫を加えている。
ブルシューティングの例を幾つかご紹介する。輪状咽頭部痙
攣で過緊張性発声の患者にはボトックスを使用する。狭窄部
を拡大するために、組織にそれほど傷害を与えないと判断す
れば CREバルーンを使用する。気管食道瘻からの漏出を抑え
るにはRestylane又はBioplastiqueの注入が役立つこともわ
かっている。
［再建術］
咽頭喉頭摘出とその
再建術には、以前から
空腸が最適と考えてき
た。皮弁生着が良好で、
漏出や狭窄などの吻合
部合併症の発現率が低
図1
く、大多数の患者が良

好な嚥下能力を維持でき、
ほとんどの患者がうまく発
声できている。当院では空
腸をやや引っ張りぎみにす
ることにより空腸のひだを
なくしているが、それが患
者の良好な発声と嚥下機
図2
能の一因になっていると思
われる
（図 3 ）。残存食道部
に穿刺できる場合は一期
的にプロテーゼ留置を行
い、食道をさらに大きく切
除する必要がある場合に
限り二期的プロテーゼ留
置を選択する。
当院の形成
外科医も、吻合のための十
分なスペースを保つために
食道の端から少なくとも7
〜8 ㎜下にボイスプロテー
ゼを留置しているため、一
期的プロテーゼ留置に満
図3
足してくれている。
［集学的アプローチ］
喉頭癌患者は、頭頸部外科専門医、放射線腫瘍専門医、腫
瘍内科専門医、再建外科専門医、言語聴覚士、看護師、頭頸
部専門の放射線医がいる集学的クリニックを受診すべきだと
考えている。
当院では、
これら多領域の人員が協力して治療計
画を考え、作成している。治療方針の決定にあたっては、腫瘍
のステージだけではなく、
ほかの腫瘍特性及び患者の特徴も
考慮する。治癒の可能性や生活の質も考慮に入れなければな
らない。
そのうえで院内でのコンセンサスが得られるようにし
ている。治療計画について患者とも話し合い、患者の希望も
重視する。
このようなアプローチのもと、当院における腫瘍ス
テージごとの推奨治療方針を定めているが、T1およびT2の声
門腫瘍には経口腔レーザー手術が治療の選択肢として望まし
いと考えている。T3腫瘍であれば輪状軟骨上喉頭摘出術が可
能であり、喉頭機能が良好な症例であれば化学放射線療法も
考えられる。T4腫瘍の場合は喉頭全摘出術が推奨されるが、
この場合も患者を注意深く選択することが望ましい。
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