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【緒言】 

早期声門癌の治療目標は腫瘍の消失に加え、喉頭機能の温存である。早期声門癌に

対する治療法は、頭頚部ガイドラインでは喉頭部分切除術と根治的放射線治療が推奨

されており、両者の治療成績は同等である。またNCCNガイドラインでは早期声門癌

に対する放射線治療で化学療法の併用は推奨されていない。しかし、ReddyらはT1声

門癌では腫瘍サイズが局所制御(LC)率の予後因子として重要であると報告し、T2声門

癌では声帯運動制限のある症例で、LC率が低いとの報告が複数ある。早期声門癌に対

して放射線治療単独では局所制御が良好とは言えず、特にT2症例の放射線治療単独の

LC率は65～80%と不十分である。 

本研究では早期声門癌を各々T1nonbulky、T1bulky、T2favorable、T2unfavorable に亜

分類することで、個別化治療の局所制御に関する詳細な検討を後方視的に行った。当

院での歴史的な経緯では、T1bulky と T2favorable に対して S-1 を用いた同時化学放射

線治療(CCRT)プロトコルを考案し、その有効性と安全性について、第Ⅰ/Ⅱ相試験で報

告した。亜分類されていない T2 症例に対する低用量シスプラチン(CDDP)/5-フルオロ

ウラシル(5-FU)を用いた CCRT の成績が不十分であったため、T2unfavorable に対して

は、S-1 併用の CCRT で抗腫瘍効果が十分期待できないとの判断にて、高用量 CDDP

を用いた CCRT を選択した。また 1 回線量が通常の 2Gy ではなく、2.25Gy による寡

分割照射では T1 声門癌の LC 率が 90%以上であった国内外の報告に基づき、

T1nonbulky に対して 2.25Gy を用いた。 

 

【方法】 

2007 年 1 月から 2019 年 11 月までに名古屋大学医学部附属病院で根治的放射線治療

を受けた T1-2N0M0(stageⅠ-Ⅱ)の声門扁平上皮癌の患者を対象とした。T1bulky は片側

声帯全体に広がる腫瘍及び/または前交連に浸潤し両側声帯の 1/3 以上に広がる馬蹄形

腫瘍、T1nonbulky はこれらを除く T1 腫瘍と定義した。T2favorable は声帯運動障害の

ない、T2unfavorable は声帯運動障害のある腫瘍と定義した。 

図 1 に当院の早期声門癌に対する治療プロトコルを示す。 T1nonbulky では

2.25Gy/fraction で 28-30 分割の放射線治療単独、T1bulky と T2favorable では S-1 を併

用し、2Gy/fraction で 30 分割の CCRT を施行した。S-1 は当院の第Ⅰ/Ⅱ相試験で決定し

た推奨量である 55.3mg/m2/日を 1 日 1 回、放射線治療の 3-6 時間前に服用し、S-1 投与

と同日に放射線治療を開始した。T2unfavorable では高用量 CDDP(80mg/m2)併用し、

2Gy/fraction で 33-35 分割の CCRT を施行した。CDDP は 3 週に 1 回、放射線治療と同

日に静脈内投与を開始し、3 コース施行した。高齢または腎機能障害などにより CCRT

が困難な患者に対しては、2.25Gy/fraction で 28-30 分割の放射線治療単独を施行した。 

本研究の成果は、全患者の臨床的奏効、局所再発(LF)率、疾患特異的生存(DSS)率、

全生存(OS)率、有害事象(AEs)により早期声門癌治療における本プロトコルの有効性

と安全性を評価する事である。臨床的奏効は治療終了 1-2 カ月後に喉頭鏡、CT、MRI
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の所見を組み合わせて評価した。LF は局所再発のみと領域リンパ節転移を伴う局所再

発の両方を含むと定義した。AEs は CTCAE v4.0 で評価した。 

 

【結果】 

80 例を解析した。患者の特徴を表 1 に示す。生存者追跡期間中央値は 40.1(範囲、

1.9-128.4)カ月、年齢中央値は 69.5(範囲、26-90)歳、男性が 77 例(96%)、治療開始前

または同時に別の原発癌を患っていた患者が 14 例(18%)にみられた。 

治療内容を表 2 に示す。51 例が 2.25Gy/fraction で 28-30 分割の放射線治療単独を行

った。29 例が化学療法を併用し、2Gy/fraction で 30-35 回分割の放射線治療を行い、そ

のうち 22 例が S-1、6 例が CDDP、1 例が UFT を併用した。治療に対する初期反応は

評価前に転院した 1 例を除き全例で完全奏効であった。 

全症例の 3 年 LF 率は 5.8%(95%CI、1.8-13.1)、3 年 OS•DSS 率は各々94.4%(95%CI、

83.4-98.2)、98.0%(95%CI、86.6-99.7)であった(図 2A-C)。単変量解析で LF•OS•DSS 率

は、臨床的特徴、腫瘍の特徴のいずれとも統計的に有意な関連を示さなかった。

T1nonbulky 群、T1bulky 群、T2favorable 群、T2unfavorable 群の 3 年 LF 率は、各々3.7% 

(95%CI、0.3-16.2)、0%(95%CI、0-0)、6.8%(95%CI、1.2-19.8)、14.3%(95%CI、0.5-49.1)

であった。 

再発と死亡は各々5 例にみられた。再発 5 例は全て放射線治療単独で、1 例は

T1nonbulky、4 例は T2 症例であった。このうち 3 例は局所再発のみ、1 例は領域リン

パ節再発のみ、1 例は局所再発と領域リンパ節再発の両方であった。死亡 5 例のうち、

1 例は救済術後の誤嚥性肺炎、4 例は二次性原発癌で死亡した。 

CCRT の有効性を評価するために、T1bulky/T2 症例を CCRT 群 24 例、放射線治療単

独群 20 例にサブカテゴリー化したところ、3 年 LF 率は CCRT 群で有意に低かった

(0%［95%CI、0-0］vs19.9%［95%CI、4.4-43.3］、p=0.025、図 3)。放射線治療単独群

では、高齢、腎機能障害や心不全などの基礎疾患、二次性原発癌を考慮した治療方針、

患者都合等、プロトコル逸脱理由が単一または複数みられた。 

表 3 に AEs を示す。グレード 3 の急性期有害事象は 10 例に認められ、皮膚炎が 9

例(11%)、粘膜炎が 4 例(5%)であった。グレード 4 以上の急性期有害事象、グレード

2 以上の晩期有害事象はみられなかった。 

 

【考察】 

当院では 2007 年より図 1 に示す個別化治療戦略で早期声門癌の治療を行っており、

全症例の 3 年 OS•DSS 率は初期報告と同様に良好であった。3 年 LC 率も概ね同様で

あったが、再発例がやや増加した。再発 5 例中 4 例は CCRT から放射線治療単独に方

針を変更した T2 症例で、本プロトコルから逸脱していた。 

本研究では T1bulky/T2 症例で CCRT の有効性を評価するためにサブ解析を行った

ところ、CCRT 群で LF 率が有意に低かった。T2 喉頭癌に対する CCRT の有効性につ
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いては既報があり、本研究結果では T1bulky/T2 症例をリスク群として CCRT を用いた

ことにより低い LF 率が得られたと考える。 

Forastiere らによる RTOG91-11 では、進行喉頭癌に対する CCRT で声門癌やその治

療に起因しない死亡率が増加することが報告されている。本研究の死亡 5 例のうち、

1 例は再発、4 例は二次性原発癌で死亡した。この 4 例のうち、CCRT は 1 例のみであ

った。本研究の毒性プロファイルではグレード 2 以上の晩期 AEs はみられなかった。

本研究の CCRT 群は長期的に良好な結果を得たと思われるが、より長い追跡調査が必

要であると考える。 

T1bulky/T2 症例では年齢や腎機能障害などの併存疾患のために CCRT を行えなかっ

た患者が放射線治療単独群に含まれており、CCRT を行えない T1bulky/T2 患者の LC

改善の為に代替治療の検討が必要であると考える。 

本研究では CCRT を受けた患者は全例で再発がみられなかった。T2 声門癌の LC 率

を改善する為に抗癌剤を用いた様々な CCRT レジメンが採用されているが、その投与

量とスケジュールは決定されていない。S-1 と CDDP は抗腫瘍作用と放射線増感作用

の両方の効果が報告されている。S-1 は経口投与可能である為、外来で S-1 レジメン

を受けることが可能で使用しやすいとされる。Shih らによる 近のメタアナリシスで

は、頭頸部扁平上皮癌に対する S-1 併用 CCRT で良好な腫瘍反応、生存率、少ない AEs

が報告されている。Forastiere らは進行喉頭癌に対する高用量 CDDP を用いた CCRT の

有効性と安全性を報告している。本研究で T2unfavorable 症例に用いた高用量 CDDP レ

ジメンの用量(80mg/m2)は、彼らが進行声門癌に対して用いた用量(100mg/m2)よりも

少なく、投与スケジュールは同様であった。本研究での減量は、早期声門癌治療にお

いて許容範囲であり、副作用軽減が期待される。本研究の高容量 CDDP を用いた CCRT

レジメンの有効性と安全性の評価にはより多くの症例数が必要であると考える。 

本研究の制限について、遡及的研究であるため、CCRT 群と放射線治療単独群を比

較する際に、年齢や併存疾患による患者の選択が LF 率の解析結果に影響を及ぼした

可能性がある。 

 

【結語】 

本プロトコルでは低い LF 率、高い OS•DSS 率が得られ、AEs は許容内であった。

T1bulky/T2 症例で CCRT は放射線治療単独よりも有効であることが示唆された。 
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