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化学放射線療法の普及により局所進行喉頭癌で喉頭の温存が可能になったことは大きな福音である。
しか
し、徒に化学放射線療法を行うことは喉頭機能の障害による誤嚥性肺炎を惹起し生存率を悪化させることか
ら、化学放射線療法を適応するにあたっては、治療後に機能的喉頭温存が可能なことが前提となる。一方、化
学放射線療法後の救済手術として喉頭全摘を行った際に問題となる合併症は咽頭瘻である。
これは大胸筋弁
を用いるなどの集学的アプローチにより発生頻度を大幅に減じることが可能である。
また、喉摘者にとっての最大のQOLの低下は
Provoxに代表されるボイスプロテーゼの一期的留置が望
喉頭音声の喪失である。代用音声のシャント発声を獲得するためには、
こうした
ましい。
また、術後早期にHMEを導入することもQOLの向上に大きく寄与する。Dr. Califanoは自身の豊富な経験を元に、
内容を非常に解り易く紹介された。直ぐに日常臨床に取り入れることが可能な内容も少なくないことから、本セミナーを聴講され
た先生方の病院のみならず、
このレポートを読まれた先生方の病院にあっては、是非積極的に導入し局所進行喉頭癌患者の治療
に役立てて頂ければ幸いである。
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1873年にTheodor Billrothが初めてヒ
トの喉頭摘出術（喉摘）を行って以来、手
技の改良が繰り返され、喉摘に伴う機能
的・腫瘍学的転帰は向上し続けている。喉
摘患者の手術方法と術前治療に関しては、近年著しい革新が
ある。
30〜40年前、喉摘は喉頭癌の一次的かつ主要な治療法で
あったが、今日当院で行っている喉摘は、化学放射線療法によ
る臓器温存に対応したものである。
このような傾向は、
いくつかの重要な研究論文により導か
れている。
まず、VA RCT1）は、T4以外に於いて、導入化学放射
と放射線療法（RT）
を加えた手術の生存率が同
線療法（ICRT）
同時併用化
等であると示した。
その後、RTOG 91-11研究2）が、
の方がICRTやRT単独よりも喉頭温存
学放射線療法（CCRT）
に於いて優れていることを示した。
しかしながら、本研究はT4
を含まず、
また、
サブサイト分布でかなりの選択バイアスを示
している。
さらに、本研究の長期分析により、喉頭癌やその治
療が原因ではない死亡率がCCRTにおいて高いことが示され、
CCRTの生存利益を減少或いは失わせている。
サルベージとして外科的治療を行う場合、臓器温存のため
にRTやCRTを受けた患者は咽頭皮膚瘻 3）および重篤な晩期
毒性を伴う可能性が高くなる。
オランダの研究4）では、癌の再
発とは別に、喉頭の機能不全のためにかなりの数の喉摘が行
われていることが示されている。
そうした症例で喉摘を行う場
合、手術による合併症のリスクが高くなるため、
それらを防ぐ
べく一層注意を払うべきである。
T4腫瘍の治療には喉頭全摘が最善の選択肢であることは、
現在でも非常に明確である。加えて近年の研究では、他の全

ての頭頸部癌における生存率が改善しているにもかかわらず、
喉頭温存法が普及した時期の喉頭癌の生存率のみが悪化し
ていることが示されている。
すなわち、生存転帰は手術が喉頭
癌の一次的治療であった時期よりも悪くなっていることを示
している。最近、米国エモリー大学のAmy Chenは、SEERデー
これ
タベース内の7,000例の喉頭癌に関する研究を発表した。
は、死亡または関連死のハザード比が、手術よりもRTとCRTに
おいて高かったことを示している。米国ジョンズ・ホプキンス大
学のChristine Gourin博士がRTやCRTを受けた患者の死因を
調べたところ、主な原因の一つは肺炎であり、
これは嚥下障害
に関連した誤嚥性肺炎のようである。
したがって、
たとえRTや
CRTで喉頭癌が治癒しても、患者は癌そのものではなくその治
療に関連した原因で亡くなることが多いのである。
ここであらためて、喉頭摘出が何を意味するのか考えてみた
い。腫瘍を取り除く際、癌をすべて摘出することが我々の一番
の目標であるが、
また一方で、外科的治療に伴う変化・失われ
る機能に対処するため、
さまざまな課題に直面する可能性が
ある。
粘膜の閉鎖については、
当院では2層閉鎖をしており、実際
にこのことが瘻孔率の低下に貢献していると感じている。ま
た、適応に限りがあるものの、
ステープラー閉鎖を取り入れた
喉摘5）もまた有用であり、用手縫合よりもステープラーを使う
さらに、
ステー
方が瘻孔率が低くなったという研究もある6、7）。
プラーの方が速く、簡単で明快なので、可能であれば私はこち
らの方を選ぶ。
RTやCRTの後に一期的に閉鎖する喉摘を受ける患者の場
合、瘻孔の発生率を減らすために胸筋の筋膜皮弁を採取し、

株式会社アトスメディカルジャパン
info.jp@atosmedical.com

Surgical techniques of total laryngectomy: A comprehensive approach to preoperative care, surgical technique, and vocal rehabilitation

その皮弁を閉鎖部位の上に張り付けることを標準的に行って
それまで34％であった喉摘後
いる。近年の多施設研究では8）、
の一期的閉鎖に於ける瘻孔率が、胸筋の筋膜皮弁を用いたと
ころ15％と有意に低下したことが示されている。胸筋を採取す
るときには、肩の支持と機能に障りが無いようにするために、
上部を温存するのが理想的である。
また、茎内の神経を切って
皮弁の筋委縮を起こすようにもしている。
当院において瘻孔率を低減させるための検討を開始した
際、上記のような手技改良を含む全ての寄与因子に同時に取
り組むことにした。
ここで強調したいのは、患者と医療従事者
を含む関係者全員が統合チームとしてコミュニケーションを
取り、知識・技能を共有し、
アプローチを遂行していくことが極
めて重要、
ということである。
上記介入方針策定後、介入前の 2013 〜 2014 年と介入を
行った期間の瘻孔率を比較した。介入前の喉頭の瘻孔率は
70％であったが、介入後は、患者群の大半が事前に放射線療
法を受けていたにもかかわらず完全にゼロになった。
当院の頭
頸部手術の全合併症率で見ると、介入前は約15％であったが
この結果を統計解析したと
介入後は5〜7％で推移している。
ころ、包括的な介入を行うことで実際に合併症率を改善でき
ることが分かった。

当院ではHMEによる咳の減少・瘻孔周囲の痂皮形成の減
少・頻回の吸引機会の低減に着目し、喉摘後1〜2日目から患
者にHMEを装着させている。瘻孔と看護の介入に必要な術後
初期のケアの稼働を減らすために、早期HME使用開始を強く
推奨する。術後早期からのHME着用のためには、皮膚切開線
と永久気管孔作製位置を離すことが重要である。
また、全ての患者に対し、術前に言語聴覚士、看護師、
ソー
シャルワーカー、栄養士、および喉摘済の患者と会い、
ミー
ティングする機会を提供しており、毎回2時間以上掛けて手術
前のあらゆる疑問に対応している。
当院には喉摘者を支援す
る団体もあり、喉摘前後の患者とその家族はいつでも訪れて
必要なサポートを受けることができる。

さて、当院では喉摘後の患者に対しProvox Vega パンク
を行っ
チャーセットを使用して気管食道シャント形成術（TEP）
ている。たいへん精巧に作られており、短時間でボイスプロ
テーゼを容易に留置することができ、
手技習得も容易である。
当院ではTEPと同時にボイスプロテーゼを留置（一期的プ
ロテーゼ留置）
することを優先的に検討する。一期的プロテー
ゼ留置ではRed Rubber Catheterを使う必要がなく、患者の
炎症や漏れを避けることができる。
また、患者はHME（人工鼻）
やカニューレを使用できるし、
より早期に音声回復リハビリ
テーションを開始できる。一期的／二期的プロテーゼ留置の
間で瘻孔率は変わらない。唯一、気管食道瘻を通して栄養供
給できないというのが欠点であるが、経鼻胃チューブで解決で
きる。
これらの結論に関して、米国クリーブランドクリニックの
研究が詳細に裏付けている9）。
ボイスプロテーゼを使用できなくなった患者がいる場合、
ほ
とんどの症例でボイスプロテーゼを抜去すると間もなくシャン
ト孔が閉じる。閉じない場合でもいくつかの解決策がある。
ま
ず、弁のないダミーのプロテーゼを留置する方法。
また、Red
Rubber Catheterを留置し、徐々に細いカテーテルに変えてい
きシャント孔の直径を次第に小さくしていく方法。或いは、硝
酸銀を使ってシャント孔経路に炎症を起こし、肉芽形成を促
進してシャント孔を閉じる方法もある。
当院ではこれらの解決
策のどれもうまくいかなかったことはこれまで1、2度しかない
または何らかの遊離組織を
が、
その場合は縫合して閉じるか、
使用して漏れを止め、
シャント孔を閉鎖する。
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