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1. 本年度の研究成果 

(1) 頭頸部癌センチネルリンパ節(SN)生検術手法のガイドラインの提案： 

調査研究計画「頭頸部がんセンチネルリンパ節生検術についての多施設における実態

調査」を実施し症例を登録した。これまでに 7 施設の 177 症例が(口腔 157 例、咽喉頭

20例)が登録された。口腔癌 157例の SN同定率は 98.1％であり、N0153例中 27例 17.6％

に潜在的リンパ節転移を認めた。永久標本で転移陽性と診断された SN37 個中 32 個

（86.5%）が術中迅速診断で陽性と診断された。全体の SN 転移偽陰性率は 6.9％であっ

た。この偽陰性率は T3 が T1/2 に比して高い傾向を認め、さらに深達度等の情報を追

加して詳細な検討を計画している。これらの結果は 4th International Conference on 

Sentinel Node Biopsy and Radioguided Head & Neck Surgery, Copenhagen, May 2010

と The 7th International Sentinel Node Society Meeting, Yokohama, November 2010

の国際学会において報告した。今後さらに集積を重ね、手技のガイドラインと口腔癌

第 3 相臨床試験の基礎データとする。 

(2) 口腔癌に対する SN 生検術の研究： 

SN ナビゲーション頸部郭清術第２相試験を実施した。目的は臨床的にリンパ節転移を

認めない lateT2と T3口腔癌症例について放射性トレーサーを用いた SN同定および生

検を行い、SN ナビゲーション領域頸部郭清術の有用性を検証することである。主要エ

ンドポイントは SN 領域のリンパ節転移偽陰性率である。登録期間年 2 年で、計 56 例

（SN 同定率 95%、片側有意水準 0.05、パワー0.8）を登録予定数とした。代表施設での

倫理委員会の承認を受け、昨年 12 月より臨床試験の登録を開始した。これまでに倫理

委員会の承認を受け、Web 登録の手続きを 10 施設で完了した。これまでの登録症例は

25 例で進捗状況は予定症例の 45％である。やや登録が予定より遅れてはいるが重篤な

有害事象の報告はない。中間の 26 例に達した時点で中間解析を行い、5 例以上の偽陰

性例がなければ試験を継続する。この結果は発表会において報告できる予定である。 

(3) 中下咽頭癌に対するセンチネルリンパ節生検術の研究： 

咽喉頭領域で放射性トレーサーを用いることが可能な施設は限定されるため、放射性

同位元素を用いないインドシアニングリーン(ICG)蛍光法による SN 生検法が確立され

た段階で多施設共同研究を開始することに計画を変更した。 

(4) 分子生物学的手法による SN 微小転移検出とその臨床応用 

サイトケラチン (CK)19mRNA をマーカーとして OSNA 法 (One Step Nucleic Acid 

Amplification)を用いた「分子生物学的手法による頭頸部癌センチネルリンパ節転移

診断の臨床的意義の検討」の臨床試験を 4 施設で開始した。エンドポイントは病理組

織診断転移検出能と OSNA 法診断検出能に関する一致率とマーカーである CK19 のカッ

トオフ値の設定である。有意水準 0.05、パワー0.8 で予想される感度、特異度を 95%、

93% とし、各々の 95％信頼区間下限が 85%を下回ることがないよう想定し、目標症例

数とリンパ節数を 131 例、395 リンパ節と設定した。これまでに 46 症例 の 144 リンパ

節で OSNA 法を実施した。進捗率は予定症例数の 34%、予定リンパ節数の 36%である。

http://www.coe-cancer.keio.ac.jp/jp/research/lymph.html�


目標症例の中間である 66 例に達した時点で解析を行う予定である。他のマーカーとし

て CK903 や CD44 を検討している。 

(5) 放射性同位元素を用いない画像診断法の開発： 

ICG の蛍光特性を利用して頭頸部領域の SLN を同定できるかを基礎的に検証した。ウサ

ギ 6 羽に ICG を注入し 4 羽で経皮的にリンパ節の存在部位が視認できた。豚 8 頭では

皮膚，脂肪層が厚く経皮的にはリンパ節の存在部位を同定できなかった。リンパ節自

体は蛍光発光しており脂肪層の中で ICG 集積リンパ節が可視化できた。リンパ節の存

在部位を経皮的に視認できる深度は平均 2.5cm 位であり、それ以上の深度があると経

皮的なリンパ節存在部位の視認には更なる工夫が必要と考えられた。基礎研究で頭頸

部領域の間質性 MR リンパ造影において、MRI 造影剤である SPIO と gadoxetate sodium

は SN 検出に用いられる可能性が高いことが示された。 

(6) SN 標的治療（薬物療法）の研究： 

SN 理論に基づきリンパ管を利用した lymphatic chemotherapy を確立し、侵襲を与えず

に、転移リンパ節に持続的に強力な効果を発揮する治療の実用化を目指した研究であ

る。「口腔癌における動注化学療法によるセンチネルリンパ節への薬剤の移行性とその

臨床的意義の解明」の臨床研究を 1 施設で開始した。まだ N0 舌癌 1 症例であるが原発

への動注 2 週後に SN 生検を行い、その近傍の非 SN のプラチナ濃度を調べた所、SN が

非 SN の約 2 倍であった。SN 標的薬物療法実現の可能性が示唆された。さらに症例を蓄

積する予定である。薬物送達システム(DDS)の研究としては、キードラッグであるシス

プラチンの内包ミセルが開発され、これを用いた基礎研究を 1 施設で開始した。マウ

スの舌癌と頸部リンパ節転移モデルを用いて、薬剤の体内動態を解析する。 

 

2. 前年度までの研究成果 

(1)調査研究計画:「頭頸部がんセンチネルリンパ節生検術についての多施設における実態

調査」を実施した。口腔咽喉頭癌で、各施設で SN 生検を行った症例を調査対象とした。7

施設、計 177 症例の SN 生検術の実態調査を行った。 (2)口腔癌臨床第 2 相試験： 本研究

のプロトコールと CRF を作成した。平成 21 年 12 月からは登録を開始し、1 月に web 登録

を導入、年度内に 6 施設で web 登録システムの導入を完了した。 (3)咽喉頭癌臨床試験： 

分担研究者の実行可能性の研究の結果を基に、多施設での前向き研究の計画を検討した。 

(4)分子生物学的手法による SN 微小転移検出と応用： 従来の迅速病理組織診断に代わる診

断手法として、loop-mediated isothermal amplification method とその応用である OSNA

法の臨床応用を検討した。①頭頸部扁平上皮癌の検出に最適なマーカーの探索を基礎研究

として 2 施設で開始した。②乳癌で確立されたマーカーCK19 が頭頸部癌で有用であるかの

臨床試験を 2 施設で開始した。(5)放射性同位元素を用いない SN 診断法： ①磁性体造影剤

を用いた SN 診断法(MRI lymphography)と②ICG 蛍光法による SN 生検法の開発の基礎およ

び臨床研究に着手した。(6)SN 標的薬物療法： 転移リンパ節の制御に、SN 理論に基づくリ

ンパ管を利用した lymphatic chemotherapyを頭頸部癌で開発する基礎および臨床的研究を

開始した。 

 

3. 研究成果の意義及び今後の発展性 

センチネルリンパ節理論に基づく頭頸部癌微小転移の診断法と治療法の開発は、これ

まで原発部位と病期により一律に行われてきた治療の改良に留まらず、個別的かつ低



侵襲な革新的外科治療法を実現する可能性がある。欧米では SN 生検後の頸部郭清術は

一般に二期的に行われているが、調査研究の結果から術中迅速診断法を用いることに

より一期的郭清術が可能なことが示された。治療の低侵襲化が図れると考える。過剰

侵襲のない最適な外科治療と機能能障害の軽減さらに術後再発の減少を検証する。そ

こで調査研究と口腔癌第 2 相試験の成果を活かし、早期口腔癌を対象に従来からの画

一的選択的頸部郭清群と SN生検術ナビゲーション頸部郭清術群の同等性を確認する第

3 相試験を計画実施する予定である。また、より安全かつ正確な画像および分子生物学

的診断法の研究では、OSNA 法と ICG 蛍光法が頭頸部癌 SN ナビゲーション手術法の進歩

に、飛躍的な展開をもたらすと考えられる。また、SN 標的薬物療法の研究ではリンパ

節転移に対する新たなる薬物療法が確立されると期待される。 

 

4. 倫理面への配慮 

本研究で行う研究は全てヘルシンキ宣言を遵守して実施する。研究の遂行に当たっては

「臨床研究に関する倫理指針」（平成 20 年改正）に基づいた研究計画を作成し、倫理

委員会の承認を得る。試験前に「同意説明文・同意書」に基づき、研究の内容などを

患者に説明し、その後患者に十分な時間を与え文書により自由意思による同意を得る。 
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