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1. 本年度の研究成果	 
1) センチネルリンパ節(SN)生検術手法の施行案の提案：	 
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」を集計し、本邦における生検術を解析した。その実態を論文公表した 1),	 4)。この論文

にて施行法を示し、今後の口腔癌第 3 相試験計画書に反映させた。	 

2) 口腔癌に対する研究：	 
① 臨床第 2 相試験（UMIN000004951）「口腔癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーシ

ョン頸部郭清術の研究」を実施し、平成 23 年 7 月に登録予定症例数 56 例の登録を終了し

た。試験を継続し再発等を追跡する。CRF を集計し、一次報告を国際学会にて行う予定で

ある。	 

②	 臨床第 3 相試験（UMIN000006510）「N0 口腔癌における選択的頸部郭清術とセンチネ

ルリンパ節ナビゲーション手術の無作為化比較試験」の研究計画をまとめた。臨床的にリ

ンパ節転移を認めない口腔癌症例について、RI を用いた SN 生検法に基づくナビゲーショ

ン手術の予防的頸部郭清術が一律の選択的頸部郭清術に対して生存率は非劣性であるが、

術後機能障害および合併症において優位性、すなわち低侵襲性を有することを検証する。

対象はリンパ節転移を認めない口腔癌 lateT1～T2 症例で、主エンドポイントは 3 年全生存

率である。目標症例数は 256 例、登録期間は 3 年間である。代表者施設の倫理委員会の承

認を受け、分担・協力者の 3 施設で承認を得、他は審査中である。	 

3) 咽喉頭癌に対する研究：	 
経口的切除法可能な咽喉頭癌に対する SN 生検法を非 RI 法で行うことが咽喉頭癌ではよ

り簡便で的確性が高く低侵襲であると考えられる、その実行可能性を遡及的に研究した。

経口的切除法のアプローチと手技、さらに早期咽喉頭癌の潜在的リンパ節転移について研

究報告した 6)-8)。非 RI 法は 5）で述べる。	 

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	 
① 臨床試験(UMIN000006508)「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」を 4施設で実施し、10月に目標検体数に達し登録を終了した。

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。48 症例 148 リンパ節を解析し、カットオフ値が 131 Copies/μl
の設定で、感度 71%、特異度 99%の結果を得た。今後学会および論文にて公表する。	 

②	 頭頸部癌におけるさらに特異性の高いマーカーを求めて、4 サイトケラチンマーカー

（CK19,	 CK903,	 CK8/18,	 AE1/AE3）と p63 を免疫組織学的な検索した。p53 ファミリーに

属する p63 が頭頸部癌センチネルリンリンパ節生検術の分子生物学的マーカーとして有用

であることを結果として得、論文報告した 5)。	 

5) 非 RI 画像診断法の開発：	 
ICG 蛍光リンパ節造影法による経皮的な頸部 SN 同定の基礎研究を論文報告した 3)。この

成果を基に、臨床試験(UMIN000006509)「インドシアニングリーン(ICG)蛍光法と放射線同

位元素法を用いた口腔咽喉頭癌センチネルリンパ節生検術の実行可能性の検討」を開始し



た。臨床的にリンパ節転移を認めない口腔咽喉頭癌症例について ICG を用いた SN 同定およ

び生検術の有用性を検討する。主エンドポイントは ICG 蛍光法に拠る SN 同定率で、登録予

定症例数を 20 例とした。これまでの進捗状況は 50%である。	 

6) SN 標的薬物療法の研究：	 
センチネルリンパ節を標的とするリンパ行性化学療法について、舌癌動注例を対象に検

討し、抗癌剤（CDDP）濃度が非 SN に比し SN で有意に高値であることを論文報告した 2)。	 

	 

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」を実施し症例を登録した。	 

2) 臨床第 2 相試験「口腔癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術の研
究」を計画し実施した。	 

3) 咽喉頭癌に対する研究として、経口的アプローチ法と切除法、さらに潜在的リンパ節
転移についての臨床的検討を行った。	 

4) 臨床試験「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」を計画し実施した。	 

5) 頭頸部癌により高感度で、CK19 以外の SN 転移同定の分子生物学的マーカーの検索を
行った。	 

6) 非 RI 法として ICG の蛍光特性を利用した頭頸部領域の SN の同定の基礎的研究を行っ
た。	 

7) 頭頸部癌で磁性体造影剤を用いた SN 同定の試みを行った。	 
8) 動注化学療法および薬物送達システムによる SN への薬剤の移行性と効果について、基

礎的および臨床的解明を行った。	 

	 

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の概念に基づく診断法は、転移する最も可能性の高いリンパ節を直

接同定し、微小段階で治療することを可能にする。これは後発リンパ節転移が大きな予後

因子である頭頸部癌では根治の上で極めて重要である。	 

口腔癌外科治療においては長らく N0 例に対する予防的頸部郭清術の功罪について議論

が行われてきた。この議論に対して本研究はこれまでの研究成果を踏まえた上で、結論的

到達点に達することができる臨床第 3 相試験を計画するに至った。RI を用いた SN 生検法

に基づくナビゲーション手術の予防的頸部郭清術は一律の選択的頸部郭清術に対して生存

率は非劣性であるが術後機能障害および合併症において優位性を有すること、すなわち低

侵襲性を今後の検証で明らかにする。	 

また、近年の早期咽喉頭癌に対する経口的アプローチによる手術では、原発部位に対し

て低侵襲手術が可能であり、さらに潜在的頸部リンパ節転移に対しても SN ナビゲーション

頸部郭清術を行うことによって、リンパ節に対する最適かつ低侵襲な治療ができるものと

期待される。また、RI 法では経口的に注射可能な範囲は中咽頭に留まり、下咽頭および喉

頭では内視鏡下注入が必要とされ、技術的および設備的課題により医療のきんてん化は制

限される。そこで、非 RI 法としての ICG 蛍光法は咽喉頭癌 SN ナビゲーション手術に極め

て有用であるばかりでなく、頭頸部癌治療のきんてん化と経済性の観点からも期待される

技術である。	 



SN 標的薬物療法の研究ではリンパ行性化学療法の可能性が示された。今後の新たな薬物

療法としての発展が期待される。	 

	 

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。臨床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）と「疫学研究に関する倫理指針」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。	 

また、動物実験を行う場合は「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実

施に関する基本指針」に従い、動物愛護の観点に配慮しつつ、適切に維持管理された施設

及び設備において科学的観点に基づく適正な動物実験を行う。	 
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