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進行者根部癌 3症例 (T3N3MO,T3NlMO,T3N2MO)に 対し新 らしい到達法 と合併切除および挙上

胃管による再建法を試みた。この術式の特長 とする点は下顎骨は温存し,顎 下部者下筋群を切離しつ

つ舌根部へ到達する経路を採るので両側頚部郭清後喉頭を含め原発巣を en blocに切除できること,

安全断端は十分に得られること,非 定型的切除断端の修復が簡単で一期的手術操作で終了し得ること

にある。したがって次の治療計画が早期に開始できるので補助療法の効果も十分期待できる.本 術式

ではen blecに合併切除を行 うため郭清度,根 治性も高 く外科療法を最終的救命手段 とする場合でも

操作は比較的容易で今後有力な手術術式 とな り得ると考えられる。

索引用語 t舌根部癌,舌 根部癌手術,食 道抜去術

I  は じめに

舌根部癌の主たる症状は,咽 頭違和感異常感や咽頭

熙下痛等であるが,発 現が比較的遅いため放置されす

頚部 リンパ節転移から発見されることもまれでない,

そのために初診時には,相 当進行した症例を扱 う機会

が必然的に多 くなる。 し かも,舌 根部領域の血流や リ

ンパの流れは豊富で,舌 筋群に沿って周囲深部組織ヘ

の浸潤や リンパ節転移も高率に認められ,頭 頚部悪性

疾患の中でも予後不良疾患の 1つ にあげられる.治 療

は,形 態機能の保存や組織型,放 射線感受性の点から

照射化学療法が優先される。第 1選択 として外科療法

が適応 とされる場合については,術 前に症4/1を検討し

た うえで,到 達経路と再建法が決められる。我々の経

験した進行者根部癌 3例 に対して,新 らしい到達法 と

再建法を試み,他 の方法と比較し,検 討したので報告

する.

H 対 象症例

対象症例は 3421で再発4/1271jを含む.病 歴は以下に

略記する (表1)。

症例 1)iOH 42歳 ,男 性

主訴 :右頚部腫瘤

現病歴 :昭和54年10月右頚部腫瘤に気付き,12月 某

病院耳鼻科受診し,試 験切除で痛平上皮癌の転移 と診

断されたが,原発巣不明.照射 6,000rad,BLM(5mg×

15)(55,13)の 加療を受けた.55,12舌根部のしこり

に気付き,試 験切除で扁平上皮癌 と病理診断された。

免疫化学療法の追加加療がなされている。56. 2腫瘍

の増大,咽 頭痛 と熙下痛の増強,熙 下困難等のため手

術 目的で当科を紹介された。56.2.20手 術施行.

症4/12)S.S.60歳,男 性

主訴 :咽頭異和感

既往歴 !胆石症

現病歴 !昭和55.5.頃 F困頭果和感があり,近 医で

合嗽剤の投与を うけた。56.7.疼 みがあらわれ英病

院耳鼻科受診 し,舌 根部癌 と診断 され,外 照射 2,

000rad(56.8-9)を うけた.進 行癌で腫瘍の増大と

疼痛のため当科を紹介された。56。11.9。 手術施行.

症例 3)SU.66歳 ,女 性
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写真 1 茎 突舌筋などの牽引により,病 巣は直視下に

入る.矢 印が潰瘍の中央を示す.

digastric nodeが適当と考えている.甲 状腺 ・副甲状

腺は原則 として片側を残している。 3例共に左上甲状

腺動静脈を栄養血管 とし,副 甲状腺は甲状腺の裏面に

1個残したが,副 甲状腺については,大 胸筋等への自

家移植することもできる。両側の上頚部郭清時,舌 神

経は必ず しも残さなくてよいが,一 側の舌下神経は周

囲より遊離し,舌 先分枝は残し術後の鴎下機能保持を

期待 した。実際に 2～ 3カ 月後の舌先部は左右に可動

し,食 事摂取に役立っている。舌動脈の一側は出血量

を減らす 目的で切断し,他 側は縫合不全や組織の壊死

を避ける意図で残す努力をするが,原 発巣の大きさに

より症例 2)で は切断せざるを得なかった。次に舌根

部への到達法であるが両側の RND後 に頚部食道後壁

を遊離しつつ,変 感神経叢は残す。気管切断後,中 咽

頭側壁後方を切開し,後 壁を横断する。この時点で茎

突筋等を前方に牽引することにより,病 巣は術野に入

るが(写真 1),周 囲組織 との関係や浸潤範囲を検索 し

て願下部からの切離線を決定する(図 1).下 顎骨は温

存 し,顎 二腹筋前腹の外縁から舌下筋群をメスで鋭的

に切離しつつ分け入るが,非 定型的切除であるので,

十分に安全断端を得るように注意する。術中の迅速標

本で確認しつつ約lcm以 上取っている。照射後の症例

では,腫 瘍 と赦痕 との区別が困難なため,そ れらも含

めて切除した。断端の修復は,日 径が約5cmに なる迄

両側の縫縮を行い, 胃管 との吻合に備える.腹 部操作

は,頚 部郭清術の途中より開始し,右 胃大網動静脈を

栄養血管 として大弯側胃管を形成し,に 指腸の授動

と幽門形成術を付加する。食道は非開胸で抜去 し,後

縦隔に作製した胃管を挙上し,舌 断端および中咽頭壁

と二層に縫合して吻合する。胃管は総頚動脈を覆 う位

置に固定し,創 を閉じる。術後約 2週 間で経 口摂取可

表 1 症 例の部位および進行度

1.0.H.42才  男 性

T3 , N 3 ,  M 0

照射6000rad(60c。 )

化療BLM60mg(5m8× 12)

再発例 :右頚部腫題

2.S.S.60才  男 性

T3, Nl‐ MO

外照射2000rad(60c。 )

新鮮例 :咽 頭異和感

3.S.U 66才  女 性

T3,N2,MO

照射 6400rad(60c。 )

再発例 :咽  頭  痛

主訴 :咽頭痛,熙 下困難

現病歴 :56.3.咽 頭痛,頭 痛のため食事摂取不能

となり近医で補液を受ける。56.6.某センター受診 し,

舌根部癌 と診断され 6400rad(56.6-8)の 照射治療

を受ける。57.4.舌 根部に潰瘍が出現し,再 発が確

認され手術 目的で当科に紹介.57,6。 4.手 術施行.

I I I 術 式

前頚部U字 状の皮膚切開を加え,上 方は下顎骨を越

える高さ,下 方は鎖骨直上,側 方は僧帽筋前縁迄の広

頚筋を付けた皮弁を作製固定し,応 い視野を得る。両

側の顔面神経の下顎枝は同定し,上 方に寄けて保護す

る.次 いで頚部郭清術に移るが,strap muscle群を鎖

骨および胸骨柄より切離 し,上 継隔,内 頚静脈角およ

び傍気管 リンパ節群も併せて郭清する.胸 管の処理に

は注意を要し,小 いさな分枝でも確実に結熱する。側

方は,僧 帽筋前縁より中央部に向か うが,肩 甲舌骨筋

下の腕神経叢および横隔膜神経は温存する。 こ の一連

の操作は,定 型的 Radical Neck Dissection(RND)

に喉頭全摘を併用しただけであるが, 2～ 3の要点を

述べる。両側の頚部郭清施行時いづれか一側の内頚静

脈は処理するが,術 前の頚部所見で明らかな転移が認

められるか,原 発巣が左右いづれかにdominantであ

る時は同狽1を切除し,半」っきりしない時は, メスで静

脈輸迄確実に景J離できれば温存する変法を用いてもよ

いと考える。しかし,舌 根部癌は中央部に存在するこ

とが多 く,両 狽1のリンパ節に転移があることがあ り,

内頚静脈沿いの リンパ節群の処理には慎重であらねば

ならないが,こ の際指標 とする リンパ節は,jugulo‐

８
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図 1 舌 根部への到達経路と切離線および再建法.

写真 2 術 後13日目のガス

(症例 1)

トログラフィンでの透視.

能 となるが,廉 下障害もあるため(写真 2),術 後10日

目までは経静脈的に,そ の後は経腸的に栄養管理を行

い,そ の間 2～ 3回必須脂肪酸を補給する。術後 6カ

月後には,普 通食に近い食事が可能 となる。

3(143)

写真 3 en blocに切除した標本.矢 印は原発巣の漬

易中央.Et喉 頭蓋で浸潤のため変形している.ESO:

食道 (症例 3)

写真 4 上 は症例2の固定標本で腫瘍の浸潤と正常組

織との区別がはっきりしている (▼)下 :症例 3の

同様の標本であるが,区 別はつきがたく,所 々壊死

巣がある.矢 印がある。矢印が潰瘍,E:喉 頭蓋

IV 病 理組織学的検査

写真 3は ,矢 印が原発巣で,舌 根部,喉 頭,両 頚部

リンパ節群,食 道を enblocに切除している。写真 4は

固定後,潰 場の中央で切断した標本であるが,上 は症

例2)の 標本で腫瘍は hyoglossus,geniogiossus m.迄

浸潤があ り,geniohyoid,mylohyoid m.部 に sa■ジ

marginを 認める。症例 3)は 照射後の再発例で,喉頭

1lllllllll1lllllllllll‖|li‖|llll11111態i
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表 2 頭 頚部再建外科の経験例と非開胸食道抜去法の

適応F/1を示す.

下咽頭顕部食道癌(10)
例

気管切開     1

DP皮 弁法     1
(食道静脈寝)

喉 頭痛 食道狭 窄 (1)→
(照射:10側けad,度8欠級)

電食 性 食道 炎狭 窄 (1)→

(中咽頭 →胃)

日   稿 (2)  →

→挙上胃管

→挙上胃管
(家族面皮膚移植)

■右半結陽挙上

巣の切除をしている。これらを基本にして,症 lpllの進

展度や大きさに応 じて切除後の再建に種々皮弁を用い

る術式が発表 されているが,そ れぞれに優れた特異性

を持つ方法 と思われる11レ1).田
代

】。や今野1。も同様の

報告をしている。また,最近ではdorsal pediぎ。や free

j e j u n a i  n a p 1 7 ) など十 分 な 血 流 を 確 保 し て m i _

crosurgeryのもとに,舌根部や日腔内の再建に使用す

る方法が始められた.村 上は15)頭頚部再建外科は 2次

手術を要する2期的操作から1期的操作で終了する方

向にあり,次 の治療計画が早期に開始できることが望

ましいと指摘 している。 この様な状況の中にあって

我々は進行舌根部癌を経験 した。表 2の ごとき主 とし

て頭頚部悪性疾患に対する非開胸食道抜去手術の経験

から, この予後不良の疾患に対する術式について,次

の点を考慮 した。外科療法を行 う際には,根 治性を高

め治療成績の向上をはかることは当然必要である。し

たがって,術 式は拡大傾向をとり,合 併切除を伴い,

機能破壊的にならざるを得ないが,そ れらを最小限に

するよう努力せねばならない。しかも, これら進行4/1

に対 しては,外科療法の限界は越えているものと考え,

術後の adjuvant therapyは絶対に必要 と思われた。そ

のためには, 1期 的操作を短期間で修了し,次 の総合

的治療計画に破綻をきたさないことが条件となる。到

達経路については,下 顎骨に浸潤が及ばない限 りこれ

を温存 したが, これは以下の理由がある。舌癌などで

照射後の下顎骨壊死による局所の痛みや出血に対 し

て,部 分切除後に腸骨稜からの自家移植やキルシュ

ナー綱線を様々に変形させて固定 し,骨 髄移植も同時

に行ったが,容 易に生着 しない難渉 した経験があるの

でこれを避けた。実際に行なってみると舌根部の展開

は容易で,病 巣術野に簡単に引き出せ,直 視下で切除

することができ,必 ずしも下顎骨や離断の必要性はな

いと思われた.切 除後の舌根部の欠損は,挙 上胃管で

図 2 舌 根部の リンパの流れ と,転 移を認めた部位,

(・)は 転移 (十)

/~~~~~~~~~― 一―――Sup cOnstricto「 m

lymph vesseis (basal)

(ant apical)

一――一一―――一―
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慈の変形 と放射線治療の影響がある為に,症 例 2)の

ごとく組織 も判然としない。しかし,深 部への浸潤は

想像以上の拡がりが認められる.

V リ ンパ節転移について

3症 4/1共に進行舌根部癌であ り, リンパ節の検索で

転移を認めた部位を 子で示した (図2).

V I 考  察

舌根部癌癌の治療は照射化学療法または,外 科療法

の単独,あ るいは併用療法が多く用いられている。100

4/11以上の報告でみると,照 射単独療法での治療成績は

5年 生存率 (5生率)は11～25%, 2年 生存率(2生 率)

は31～49%1ル),外科療法の 5生 率は25～42%3ン),両者

の併用療法の 5生 率は373～ 50%め2いの範囲にある。

しかし,Dupton6)はT3,T4の 進行例に外科療法を行

い, リンパ節転移は82.4%に,切 除断端の標本検索で

23.5%に腫瘍細胞の残存を認め, 2生 率27.0%, 5生

率14.7%と治療成績の不良であることを示して,そ の

原因を分析し,また Spanosのは T3,T4症例に対する照

射療法の限界を述べ,下 顎骨壊死の発生頻度が高まる

危険性があるとしている。舌根部癌の組織型からは,

低分化型扁平上皮癌の予後は悪 く,安 全断端の有無に

かかわ らず局所再発が20%に みられるとい う5)。しか

も年間5004/1に達する新鮮4/11を扱かっているpradhan

によると原発巣の大きさと転移 とは必ずしも相関しな

いと言っている。この様に舌根部癌は,組 織型,浸 潤

性,転 移率などから治療に当たっては様々の問題点を

持ち,考 慮すべき点が多い。治療法を総括すると照射

化学療法を優先するが,照 射後の残存例や再発例に対

しては外科療法を適応するとし,そ の治療成績も悪 く

ないとい う報告で代表される20).中咽頭領域への到達

法は TrOtterりに始まりHarriぎいらは下顎骨離断後中

咽頭側壁を切開し,舌 根部から下咽頭迄術野に入れ病

一滞
③

①
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補項 され,特 別の組織塊は必要 としない.ま た挙上胃

管による再建法は,主 として下咽頭部食道癌に対して

用いられているが,再 建臓器 としての,そ の優秀性は

すでに認められている192カ
.腹 部操作が加わ り二面性

を持つが,胃 管形成に対する侵婁は,腹 部外科の点か

らみて大きなものではない等の点があげられる。なお,

術後のadjuVant therapyとして,症 例 2)では術後

4000rad照射をし,免 疫化学療法を追加している.

ま と め

1.進 行舌根部癌に対 して,新らしい到達法 と再建法

を述べた,

2.両 側頚部郭清後,原 発巣を合め en blocな切除法

であ り,根 治性が高まり,治 療成績の向上が期待でき

る。

3.安 全断端が十分に得 られ,非定型的切除断端の修

復が簡単である。

4.術 操作は比較的容易で 1期 的に終了し,次の治療

計画が早期に開始で きる。

5.術 後の adiwant therapyとしては,免 疫化学療

法などが十分に行い うる。
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