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　喉頭は発声や嚥下などの機能に関わり，生活に不可欠な臓器である。進行喉頭癌では喉頭が失わ

れる喉頭全摘出術が行われる場合が多い。喉頭全摘出術を回避すべく様々な治療が試みられてお

り，最も大きな柱となっているのが化学放射線療法である。近年，化学放射線療法の効果と共に晩

期有害事象などの問題も浮上してきている。当科では化学放射線療法に抵抗性を示す症例に対して

積極的に喉頭亜全摘出術を行ってきた。喉頭亜全摘出術は永久気管孔を必要とせず，発声・嚥下が

可能である。再発症例にも適用できる。本稿では喉頭癌の喉頭機能温存治療における化学放射線療

法と喉頭亜全摘出術の役割について述べる。喉頭癌治療では正確な術前評価に基づく適切な治療選

択，治療後の経過観察が重要である。

Key words: 喉頭癌，機能温存，喉頭亜全摘出術

はじめに

　喉頭癌は喉頭の中の声帯周囲に発生する癌で，発

声・嚥下・気道の保持など日常生活に不可欠な機能を

司っている。喉頭癌は比較的早期に症状が出現し，約

8割は早期に診断される。早期癌では放射線治療やレー

ザー治療，機能温存手術などの喉頭機能温存治療が選

択される。一方，進行喉頭癌では喉頭全摘出術 (以下全

摘) が適用となることが多い。全摘は高い根治性を示

し，重要な治療法の1つである反面，喉頭機能を失うと

いう重大な負の側面がある。そのため，以前より進行

喉頭癌においても全摘を回避すべく様々な試みがなさ

れてきた。最も大きな柱となっているのが化学放射線

療法である。しかし近年，化学放射線療法に伴う晩期

有害事象の問題が浮上して来ている。その中で，化学

放射線療法に抵抗性を示す症例に対して，喉頭機能温

存を目的とした喉頭亜全摘出術が開発され，適応とな

る症例も増えてきている。本稿では，喉頭癌治療の歴

史的背景，現在の問題点，当科における機能温存治療

への取り組みについて述べる。

喉頭癌とは

　喉頭癌の発生数はがん全体の0.6%程であると言われ

ている。人口10万人あたり3.4人が罹患するとされ1，

頭頸部癌の中で甲状腺癌に次いで頻度が高い。声帯に

発生する声門癌が約3/4を占め，声門の上の仮声帯や喉

頭蓋にできる声門上癌が残りの1/4を占める。声帯の下

にできる声門下癌はまれである。

　発癌のリスクファクターとしては喫煙の関与が挙げ

られ，罹患患者の97%に喫煙歴がある。喫煙と喉頭癌

の因果関係は喫煙と肺がんのそれよりも高いとされて

いる。

喉頭癌治療の歴史

　上気道の奥に位置する喉頭は長らく光の届かない未

知の部位であった。1855年，声楽家のManuel Garciaは

額帯鏡・太陽光・間接喉頭鏡を用いて初めて動く声帯

を観察し，報告した2。しかし，医学が発達していない

その時代では喉頭科医の仕事は診断，予後の判定，簡

単な喉頭腔への介入に限られていた。1873年にビル

ロートが初めて喉頭癌に対して全摘を施行した3。全摘

の開発により喉頭癌を根治する道が開けたが，外科学

の黎明期であり，リスクの高い治療であった。それで

も，喉頭癌の治療は手術療法がまずリードした。

　1900年代に入り，フランスのクターが現在の分割照

射の基礎となる遷延分割照射を行い，初期喉頭癌に放

射線治療の道を開いた。1950〜1970年になり，コバル

ト60-γ線やX線による外照射療法が相次いで臨床に導
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入された。1970年代前後，初期喉頭癌には放射線療

法，進行喉頭癌には全摘という治療の役割分担が確立

されていた。

化学放射線療法による喉頭の機能温存

　全摘に随伴する失声や永久気管孔などの機能障害を

回避する新たな治療法の開発は重大な命題であった。

1980年代に抗がん剤であるシスプラチンが開発され，

臨床に広く適用されるようになった。扁平上皮癌に対

するシスプラチンの抗腫瘍効果は高く，5-フルオロウ

ラシル (5-FU) との組み合わせは現在においても頭頸部

癌の第一選択薬として位置づけられている。また，こ

の頃から抗がん剤を放射線と併用することで放射線の

増感作用が期待できる新しい化学放射線療法の概念が

誕生した。1980〜2000年代にかけて，米国で喉頭癌の

機能温存療法の流れを大きく変える2つの無作為比較試

験が施行された。一つは1991年に発表されたVA試験，

もう一つは2003年に発表されたRTOG91-11試験であ

る。

　VA試験ではstage III〜IVの根治可能な喉頭癌 (332例)

を対象に，①シスプラチン + 5FUの導入化学療法の奏

効例に根治放射線療法を行う群と，②全摘 + 術後放射

線療法の群の2群間で無作為比較試験を行った。その結

果，2年粗生存率に両群間の差はなく，導入化学療法群

において64%の症例で喉頭温存ができた。この結果に

より，導入化学療法群は生存率を下げることなく喉頭

温存が可能であることが示された。VA試験の結果を参

考に2003年にRTOG91-11試験が考案された。RTOG91-

11試験では，stage III〜IVの局所進行喉頭癌518例を無

作為に，①導入化学療法 + 放射線療法 (70 Gy)，②化

学放射線同時併用療法，③放射線単独療法の3群に割付

け，各群の治療成績を比較検討した。その結果，3群間

の5年粗生存率に差はなく，喉頭温存率が②の化学放射

線同時併用療法において有意に高い結果を示した。こ

れらの無作為比較試験は「進行喉頭癌において，化学

放射線同時併用療法は根治性を下げることなく，喉頭

温存が可能である。」という新たなメッセージを世に送

り出した。

　化学放射線同時併用療法はその後，ASCO米国臨床

腫瘍学会の喉頭癌機能温存ガイドライン4に進行喉頭癌

の機能温存治療の主要な選択肢として推奨された。そ

の結果，米国では全摘が減少し，化学放射線同時併用

療法がより多く行われるようになった。しばらく，化

学放射線同時併用療法の高い治療効果の報告が相次い

だ。ところが，最近になり70 Gyを超える高線量併用療

法後に癌が再発した場合，その救済手術が創部の治癒

障害などにより思いのほか困難であることや嚥下障害

による誤嚥性肺炎などの晩期有害事象の問題が徐々に

明らかになってきた。また米国のSEER (Surveillance

Epidemiology and End Results Program) のがん統計によ

ると全がんの中で喉頭癌の生存率のみが低下している

という事実が明らかになった。米国では喉頭癌に対す

る機能温存治療の根本的見直しが課題となっている。

喉頭亜全摘出術とは

　1960年代頃，欧米や本邦では喉頭を部分的に温存す

る手術が盛んに行われていた。垂直部分切除や水平部

分切除などの術式が代表的であるが，放射線療法との

図1.  SCL-CHEPとCHPの概念
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適応が重なるため，現在では限定的に行われている。

一方，フランスでは1970年代から部分切除よりさらに

拡大した喉頭温存手術として喉頭亜全摘出術 (亜全摘)

が開発されていた。ラテン系欧州諸国を中心に有用性

が確認され，1990年代世界へと広まり，本邦へも1997

年に導入された5。亜全摘は甲状軟骨と両側声帯を含む

喉頭の3/4を切除し，残る1/4の部位である輪状軟骨と

舌骨を接合して新声門を再建する。摘出範囲と再建方

法によってs u p r a c r i c o i d  l a r y n g e c t o m y  w i t h

cricohyoidoepiglottopexy (SCL-CHEP) とcricohyoidopexy

(SCL-CHP) に大別される (図1，図2)。CHEPは声門癌

に主に適用があり，喉頭蓋を切除するCHPは声門上癌

に適用される。術式が画一的で病変部により切除範囲

が変わらないのが特徴である。亜全摘後の喉頭機能は

輪状軟骨，披裂軟骨，内喉頭筋 (後筋，横筋，側筋) か

らなるcricoarytenoid unitにより支えられる。永久気管孔

は必要とせず，術後の音声は喉頭蓋と披裂部の相互作

用によって形成される。声は粗造性ではあるが，社会

復帰は可能である。術後の嚥下機能は約1〜2か月のリ

ハビリテーションが必要ではあるが，90%以上の症例

は外食が可能となる。

亜全摘の適用 (当科での治療指針，表1)

　当科での声門癌の治療方針は，①初期癌T1aには経

口腔的レーザー切除または放射線単独照射 (60 Gy/30

回)，②T1b，T2浅在型に対しては化学放射線同時併用

療法 (60 Gy/30回 + 経口抗癌剤S1)，③T2深在型とT3a

に対しては亜全摘，④T3bとT4には全摘を推奨してい

る (表1)。化学放射線同時併用療法 (60 Gy/30回 + 経口

抗がん剤S1) は北里でPhase I/II試験が行われ，良好な

成績を残している6。亜全摘術は，①内向性発育型，

②喉頭室進展型，③前方進展型腫瘍など，軟骨浸潤の

リスクが高く放射線抵抗性を示す症例には良い適応で

あると考えている。ただし，stage T2，T3症例について

は亜全摘術のみでなく化学放射線療法の選択の可能性

も含めてインフォームドコンセントを行い，最終選択

を患者に委ねている。

救済手術としての亜全摘

　進行喉頭癌において化学放射線同時併用療法が主流

となっている現在において，放射線照射後の再発症例

に対する救済手術としての亜全摘の役割も重要であ

る。当科では厳選されたT1〜T4の再発症例に適応して

図2.  甲状軟骨を正中で骨折させて展開することで良好な視野が得られる。残存した舌骨と輪状軟
骨を接合・固定して新声門を形成する。

表1.  当科の声門癌未治療例の治療方針

化学放射線療法 (60 Gy) 外切開手術
照射単独 (60 Gy)
またはレーザー

TS-1 白金製剤 + TS-1 喉頭亜全摘出術 喉頭全摘出術

T1a ○

T1b ○

T2浅在型 ○

T2深在型 ○ ○

T3a ○

T3b ○

T4 ○
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いる。照射後の救済手術群の術後感染のリスクは非照

射群に比べて高いことが報告されている7。また，総線

量65 Gyを超える高線量照射例では，術後1か月以上経

過してからの遷延性感染の発生も報告もされている8。

そのため，救済手術では手術手技の工夫，抗菌薬の長

期投与，綿密な術後管理が必要である。それらの点を

遵守すれば，照射群は非照射群と比べ劣らない喉頭温

存率と機能を保つことができる9。

ま  と  め

　進行喉頭癌において化学放射線療法が有効な機能温

存治療であることは今後も変わらないと考えられる

が，同時に治療抵抗性を示す症例もあり，限界がある

ことを認識しておくことも重要である。化学放射線療

法抵抗性の症例を選別し，温存手術の適用を検討する

ことも必要である。

　喉頭癌治療においては，正確な術前評価，適切な治

療選択，精度の高い治療後の経過観察が質の高い治療

効果を保つ上では不可欠と考えられる。
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