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進行した喉頭癌や下咽頭癌においても臓器温存目的で化学放射線療法の適応が拡大してきたが、非適応
例や残存・再発例においては手術治療の重要性が依然として高い。本邦では喉頭癌より下咽頭癌の症例が多
く、欧米では喉頭癌の症例の方が多いのが特徴であると思われるが、
それに合わせて本モーニングセミナーで
は、
喉頭摘出患者のシャント形成術につき日米のお二人の高名な先生に御講演いただいた。
現在国内でも有数のシャント形成術の症例を持つがん研有明病院の福島先生からは、遊離空腸再建を行った患者への二期的
なボイスプロテーゼ留置における適応・手技・合併症対策などを話していただいた。空腸の縫着に関しては、直線的に緊張をかけ
て再建することが良好なシャント発声を生むポイントとのことであった。
プロテーゼ留置の手技及びタイミングを
一方、米国 Cleveland ClinicのBurkey先生からは同施設での喉頭癌の治療の現状と、
話していただいた。喉頭癌で喉頭全摘を行う場合は一期的なプロテーゼ留置を安全に行うことが可能であると結論づけた。
また
がん研有明病院では約20％、国立がん研究セン
喉頭摘出患者の90%以上でシャント形成術を実施しているとのことであったが、
本邦でも今後はさらに適応が増えていくものと思われる。
ター中央病院では約50％であり、

演者

福島啓文 先生（がん研有明病院頭頸科 医長）

Is It Really Safe: Secondary T-E Puncture Subsequent to
Jejunum Transplant?
欧米では喉頭摘出後の代用音声はシャント発声がゴールド
スタンダードであるが、
日本においてはまだ食道発声が主流で
ある。
しかし、空腸再建症例の食道発声の音声獲得率は10%
以下であり、音声獲得が困難な状況である。
その結果、電気喉
頭を使用する場合もあるが、
多くの患者は口パクや筆談でのコ
ミュニケーション手段をとっているのが現状である。
当院では
そのような背景もあり、空腸症例に対して積極的にシャント形
を行ってきた。今回は空腸再建手術の工夫・
成術（以下TEP ）
シャント発声の適応、空腸再建後
一期的TEPか二期的TEPか、
のシャント手術の工夫についてご紹介したい。
本邦においては、縫合不全を起こしにくく、
リーク率も少な
くなることから、粘膜-粘膜縫合となる空腸による咽頭再建が
一般的である。空腸採取は、部位により太さが異なり、再建
時にはできるだけ太い空腸を採取するように心がけている。
具体的には、
トライツ靭帯から30cm 程離れた部分で、血管
を考慮しながら扇状に採取している。そのように採取するこ
とで太い空腸が採取でき、嚥下にも有利である。次に空腸の
縫着について、直線的に緊張をかけて再建をすることがポイ
ントである。引っ張り上げて真っ直ぐに再建することでシャン
ト発声時における蠕動運動をある程度抑制することができ

ると考 えている 。
20cm 程の再建が
必要な場合 10cm
程の空腸を引き延
ばすぐらいのつも
りで緊張をもたせ
ている（ 図 1 ）。一
期的TEPか二期
的 TEP かという留
置のタイミングに
関しては、空 腸 再
図1
建症例の場合、縫
合部とボイスプロテーゼの留置箇所がほぼ一致する場合が
あり、縫合不全につながる可能性があるため、二期的 TEPを
行っている。
次に手術の適応に関して、①息こらえができるか、②日常の
メンテナンスができるか、③食事の通過障害がないか、④患者
の発声意欲があるか、の4 点に注意し術前に適応を確認して
シャント発声の原理とし
いる。具体的に見ていくと、1点目は、
て、発声時に気管孔を密閉し呼気をシャント孔から誘導して
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空腸の粘膜もしくは食道の残存粘膜を震わせることによって
声を出すため、診察の際、何らかの方法で気管孔を完全に密
閉閉鎖ができるかどうか「呼気の密閉テスト」
を行い、息こら
ボイスプロテーゼの日
えができるかを確認している。2点目は、
常的なケア、特にブラッシングを行ううえで十分な器用さ、能
力があるか術前の段階で確認する。3点目は、空腸が細くて流
動食の摂取すら難しい場合である。嚥下も難しいときは空気
の通りも悪く、
シャント発声も難しいことがある。
したがって、
下端吻合部の狭窄、腸そのものの細さなど、嚥下状態を確認
する必要がある。4点目は、患者自身の発声に対するモチベー
ションの確認で、
うつ病や独居である場合は発声の機会も少
なくなるため、併せて考慮する必要がある。
これまで当院で行った空腸再建症例へのTEP130例（下咽
に対して検討を行っ
頭癌120例、喉頭癌5例、頸部食道癌5例）
た。男女比は113:17 、年齢は38 〜 80 歳で年齢の上限は設け
ていない。観察期間は2〜116か月であった。実際の手術は全
身麻酔を基本とし、静脈麻酔と吸入麻酔を併用している。挿
管チューブは、側溝がついている透明なソフトチューブを使用
し、側溝に向けて穿刺を行っている。透明なチューブでは、穿
刺箇所の確認が可能となり非常に有用である。手術時間は平
均10分程度で早ければ5分ほどで終わる。入院期間は合併症
を引き起こした場合には2か月ほどと長くなることもあるが、大
抵の場合は1週間以内となっている。
手術に際しては、肩枕を入れて頸部を進展させ、食道への
挿管チューブの挿入を容易にする。麻酔科医へは術中、気管
挿管チューブの抜き差しがあることを事前に伝えておく。挿管
チューブ挿入においては、
あらかじめ挿管チューブ内にファイ
バーを挿入し、助手の操作のもと必ずファイバーを先行させ
て下端吻合まで見ておき、そこから挿管チューブを押し込む
ブラインド操作で挿管チューブを挿入すると
ようにしている。
蛇行した空腸へ誤穿刺する可能性がある。挿管チューブを押
し込んだ後、側溝部分を12時方向の位置に動かす。術者は左
手の人差し指にて側溝部分を気管膜様部で触りながら映像
と合わせて穿刺位置を確認する。右手で挿管チューブを操作
し、
ひねることで側溝部分を適切な位置まで持ってくる。試験
穿刺の際には23ゲージのカテラン針を用い、穿刺部分は気
管孔の６時方向の一番下の部分を狙っていく。その際、左手
で挿管チューブをしっかりと押さえておきながら、
モニター上
で針先を確認する。続いて本穿刺を行い、針先を確認し、
モニ
ターの画面で針の向きがカメラを向くように調整する。その
後ガイドワイヤーを穿刺針内に進めるとともに、
ファイバーを
徐々に抜いていく。
ガイドワイヤーの先端が挿管チューブの外
まで来たら、穿刺針を抜き、次いで挿管チューブを抜く。口側
にて、ボイスプロテーゼが装着された専用のダイレーターに
ガイドワイヤーの先端を通しロックをかけた後、気管側から
ゆっくりとガイドワイヤーを引っ張っていく。
その際、気管膜様
部に圧がかかるので、周囲を指で押えながら、一方向に引き
プロテーゼ本体が出てきたら、尻尾部分を
抜いていく
（図2）。
カットし、
プロテーゼ本体が正しい向きになるように回転させ
手術は終了である。
穿刺する位置は、頸部食道に穿刺をするケースと空腸へ穿
刺をするケースがあり、放射線治療の有無での合併症の検討
を行った。空腸再建症例 130例のうち、照射あり54例（術前の
根治治療としての照射35例、術後照射19例）、照射なし76例。

頸部食道へ穿刺した症例が84例（照射あり24例、照射なし60
例）、空腸へ穿刺した症例が46例（照射あり30例、照射なし16
例）
となっている。空腸に穿刺をした症例のうち、30例に照射
を行っていた。空腸への穿刺が必要ということは、頸部食道ま
でがんが進行しており照射ありのケースが多くなっていると
思われた。合併症を検討したところ、早期の合併症として一番
多いものが、局所感染であり、14例中11例に照射が入ってい
この症
た。
また、初期の症例において、頸部膿瘍を1例認めた。
例はブラインドにて挿管チューブを入れたため、空腸の途中で
穿刺をしてしまったケースである。
それ以降はかならずファイ
バースコープを先行させて挿管チューブを挿入している。
その
他肺炎が1例となっている。
この局所感染をどのようにコントロールするかということ
が、空腸再建へのシャント手術のコツであると考えている。実
際に局所感染を起こすとプロテーゼ本体が周囲の浮腫により
気管膜様部に埋まり、皮膚まで赤くなり、発熱を引き起こす。
そ
うなると経口摂取を止め、経鼻による経管栄養となり、抗生剤
を使用する必要がある。局所感染の一番の原因はプロテーゼ
のサイズの不適合であり、気管と食道の隔壁に対して短いサ
プロテーゼが食い込み潰瘍
イズのものが留置されていると、
を形成する。
そこで、我々の施設では初回留置のサイズについ
て検討を重ねた。2005年の導入当初から初期にかけて8mm
もしくは 10mm を挿入していた時期（ 1 期）、2009 年以降、
12.5mmもしくは放射線化学治療のある症例には15mmを入
れるように感染対策した時期（ 2 期）、2014 年のプロヴォック
の3つ
スVega導入後、12.5mmのみ使用している時期（3期）、
に分けて感染を検討した。その結果、感染症の発生率はそれ
ぞれ、1期:24％、2期:10％、3期:0％という結果になった。併せ
て行った音声獲得率の検討では、
良好群（日常会話で普段か
ら使用する）、発声不良群（声は出るがほとんど使用しない）、
良好群112例、発
発声不可群の3群に分けて検討したところ、
声不良群 7 例、発声不可群11 例となった。発声不良群と発声
アル
不可群の18例のうち、発声不良群に多い要因がうつ病、
コール依存、独居、空腸の蠕動運動が原因で発声に疲れると
いうものが 2 例。またシャント発声可能ではあるが電気喉頭
の方が楽という例も2例あった。発声不可群においては、狭窄
症例が多く、下端吻合部の狭窄を起こした症例が多かった。
空腸そのものが細く狭窄して声が出なかった例、
うつ病、
アル
コール依存症、気管孔の形状による問題で密閉が不可、感染
で抜去といったものであった。
このように、空腸再建症例に対する二期的 TEPは合併症が
少なく、工夫次第では非常に滑らかで流暢な音声を獲得でき
ることから、
今後増えていく手技と考えている。
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演者

Brian B. Burkey 先生
（Vice-chairman and Section Head, Section of Head & Neck Surgery and
Oncology, Head and Neck Institute, Cleveland Clinic）

Optimizing TEP Results in the Laryngectomy Patient
クリーブランド・クリニックにおける進行喉頭癌の治療方針
は、複数のアルゴリズムを取り入れた保存的外科を採用して
いる。可能であれば喉頭を温存するのが最良と考えているが、
そうでない場合の選択肢は、
同時併用化学放射線療法または
喉頭全摘の2つとなる。
当院で過去23年間に治療したステージ3及び4期声門上癌
の症例を後向きに検討したものを発表したが、235 例の治療
例を中央値で5 年間追跡し、そのうち約 40%が外科的治療、
60%が非外科的治療であった。
これらを再発、全生存期間、喉
頭の温存状況、音声／嚥下機能について検討した結果、喉頭
温存プロトコルに基づいて声門上癌に対し非外科的治療を
施行した場合、外科的治療に比べ局所再発しやすいが、全生
存期間は同程度であることが明らかになった。
したがって、非
外科的治療は外科療法の代替になりうることに加え、
その救
済率及び生存率は受け入れられるものである。
しかし最終的
には、当院での治療例の多くは喉頭全摘術を行っており、喉
頭全摘術は救済手術の場合・手術を先行させた場合のどちら
においても喉頭癌治療に不可欠なものといえる。
T4腫瘍または下咽頭にかなり浸潤している場合、当院では
先行して手術を行うが、喉摘後の患者の機能を最適化する方
策をいくつか取っている。
まず、咽頭縫合の際はT 字型または
いずれも閉
直線型にてwater-tightに2層で閉鎖しているが、
鎖部に緊張をもたらさないため、
これが最良の方法といえる。
ただし、収縮筋を閉鎖すると痙縮による機能的狭窄をきたす
ので、収縮筋を避けて閉鎖することが重要である。可能であれ
ば一期的閉鎖を選択し、必要とあれば遊離皮弁を用いて再
建する。次に、胸鎖乳突筋の胸骨頭を切離して気管孔周囲を
平らな面に作り、HMEやアドヒーシブなどの人工装具を取り
付けやすくすることが重要である。3つ目に、積極的に輪状咽
頭筋切離術を行い、嚥下と発声の双方の機能向上を図ってい
る。最後に、上部気管軟骨を皮膚の方に懸垂し、皮膚と粘膜
を注意深く閉鎖して気管孔を慎重に作ることが、術後破綻を
回避するために肝要である。
これらの技法はいずれも、基本的な機能の回復及び最終的
なリハビリテーションのために重要である。喉摘後のリハビリ
テーションには発声、嚥下、呼吸及び嗅覚の4機能が含まれる
が、
ここでは発声に絞る。米国ではシャント発声が音声リハビ
リテーションの好ましい方法として受け入れられている。
その
理由としては、わかりやすい発語ができるようになること、発
声時間が長くなること
（正常な発声に近い）、発声音量が大き
いこと、患者の満足度が高いことである。そのため、当院では
喉頭摘出患者の90% 以上で気管食道シャント形成術（ TEP ）
を実施している。
と二期的TEP
一期的TEP（喉頭全摘出術と同時にTEP実施）
（喉頭全摘出術後、期間を空けてTEP 実施）の選択にあたっ
ては、患者の病状及び施行する再建術の種類によって決め
る。米国以外の文献をみると、一期的TEPと二期的TEPで初期
または経過観察期の転帰に大きな差はなく、2年後の成功率

は70〜95%である。
現在、米国では一期的にTEPを実施することがほとんどだ
が、その際プロテーゼを同時に留置する
（一期的プロテーゼ
留置）代わりに、カテーテルステントを挿入するのが通常で
あった。
しかし、当院の最近のデータ及び経験では、
このカ
テーテルステントを省略すると、大いに合併症の発生が減り、
費用を抑えられ、音声及び発語の回復が早まるうえ、痛みも
少なくてすむことが明らかになっている。
クリーブランド・クリニックで2009 〜 2013 年にTEPを施行
した全症例について調査し、調査期間中の2011 年にカテー
テルステントから一期的プロテーゼ留置に変更した。対象は
90 症例であり、術後の緊急治療室（ ER ）受診、術後初回来院
時の音声転帰、6か月後及び12か月後のシャント発声の利用
について、
また最も重要な点として気管孔の破損や瘻孔形成
といった術後合併症について調べた。90例のうち82%が一期
的 TEP 、18%が二期的 TEPの施行例であり、ほぼ半数が一期
的プロテーゼ留置、残りがカテーテルステントを用いた後の
二期的留置であった。半数が術前放射線療法を受けており、
その多くが化学放射線療法で、
サルベージとして喉頭摘出術
を受けていた。喉頭摘出者のほぼ半数は先行して手術を行っ
ており、T4 腫瘍または下咽頭への広範囲の浸潤が主たる理
由であった。全患者の3分の1は一期的閉塞を施行しており、3
分の2近くの患者で根治的手術と共に皮弁再建術を行ってい
た。全患者の40%が大腿前外側部皮弁再建、22%が前腕皮
であった。米国では、少
弁再建、6%が他の皮弁再建（空腸等）
なくとも耳鼻科では空腸があまり使われていないが、
これは
恐らく下咽頭癌症例数が比較的少なく、喉頭癌を扱うことが
多いためと思われる。
今回の調査では、一期的プロテーゼ留置の患者群はER 受
診が少ない傾向があった。咽頭皮膚瘻（ PCF ）率及び気管孔
破損率は、一期的プロテーゼ留置群と二期的プロテーゼ留
置群で同程度であった。一期的TEP群と二期的TEP群で、PCF
率または気管孔破損率に差はなかった。一期的TEP群の中で
は、一期的プロテーゼ留置群が二期的プロテーゼ留置群に
比べ初期発声成功率が高い傾向がみられた（ 87%vs78% 、
p=0.3）。術後6か月及び12か月時点でのシャント発声利用率
も、一期的プロテーゼ留置群で高い傾向がみられた。
以上のデータに基づき、
当院ではここ4年の間にパラダイム
シフトがあり、現在では一期的 TEP・一期的プロテーゼ留置
が、咽頭切除の有無を問わず喉頭全摘術後の音声リハビリ
テーションにとって極めて安全かつ有効なアプローチと考え
られており、新たな標準治療となっている。
ちなみに初回プロ
プロヴォックスVegaの場合20Fr/8mmのボ
テーゼ留置には、
イスプロテーゼを使用することが多い。
最後に、
どんな場合でもチーム医療が基本であることを強調
しておきたい。医師、言語聴覚士、看護師、患者団体などを含
む集学的チームこそが、
最良の結果をもたらすことは明らかで
ある。福島医師の講演にもあったように、患者のアセスメント

第39回日本頭頸部癌学会総会・第4回アジア頭頸部癌学会学術講演会モーニングセミナー

と教育が何よりも重要である。
さらに、手術技能に熟練し、術
後管理とサポートをきちんと行うことが、最良の結果をもたら
す条件である。そして、チームにおいて我々医師こそがこれら
すべての要素に注意を払い、熟慮して判断を下すリーダーとし
ての役割を果たしていくべきなのである。

プロヴォックスVega ボイスプロテーゼの外科的留置の3ステップに必要な器具を全て備えたオールインワンのセット
ーゼの外科的留置の3ステップ
ッ に必
ップ
必要な器具を全て備えたオ

保護

1

一期的シャント孔形成の際、
形成の
の際、
咽頭壁を保護します

二期的シャント孔形成の場合は硬性内視鏡または
視鏡または
挿管チューブ等をご使用ください

シャント孔形成
シャント
ト孔形成

2

簡単にシャント孔を形成
簡単にシャント孔を形成でき
成で
るように、細く中空になっ
っ
るように、細く中空になっており
湾曲して
し います。
して
す シャ
す。
湾曲しています。シャント孔形
成部位に通すガ
成部位に通すガイドワイヤー
導入用として
し
して
導入用としても使用します

販売名 プロヴォックス Vega 承認番号 22600BZX00135000

留置

3

ボイスプロテーゼを装填してい
るVegaダイレーターが気管側
フランジを開くため、ボイスプロ
テーゼを正しい位置に留置す
るための鉗子を使 用する必
要性が低くなります

