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1. 本年度の研究成果	 
研究計画は 1)早期口腔癌に対する「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」（UMIN000006510）（以下、「口腔癌セン

チネルリンパ節(SN)ナビゲーション手術(NS)無作為化比較試験」）を主研究として、2)早期

咽喉頭癌に対する「咽喉頭癌に対する経口的切除術とインドシアニングリーン蛍光法セン

チネルリンパ節生検術による低侵襲手術の研究」（UMIN000009331）（以下、「咽喉頭癌イン

ドシアニングリーン(ICG)法 SN 生検術試験」）の２臨床試験から成る。	 

1) 口腔癌 SNNS 無作為化比較試験：口腔癌の治療において、潜在的リンパ節転移の可能性
が高いグループでは予防的頸部郭清術を行い、低いグループでは、後発転移の出現を待

って治療的頸部郭清術を行うのが現状である。前者では多くの実際には転移のない症例

に過大な手術が行われ、後者では過少な手術が行われることになる。また予防的頸部郭

清術には機能障害の多い根治的郭清術を避け、機能温存を目指した選択的頸部郭清術が

行われる。この一律の選択的頸部郭清術も個々の潜在的転移に対応していない。そこで

過不足のない適切な頸部郭清術、すなわち個別的治療が求められる。臨床的にリンパ節

転移を認めない早期口腔癌症例を対象に、ラジオアイソトープ(RI)を用いた SN 生検法

に基づくナビゲーション手術の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、術後機能障害と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。症例登録と症例報告書の web 入力システムを構築し運用を開始した。

これまでに 14 施設にて倫理委員会の承認を得て試験を開始した。進捗率は 39/274 例、

14%である。	 

2) 咽喉頭癌 ICG 法 SN 生検術試験：早期咽喉頭癌の診断が内視鏡特殊光観察の技術により
可能となってきたが、治療法の確立は十分でない。特に潜在的リンパ節転移に対する低

侵襲治療の開発は行われていない。咽喉頭癌に RI 法を行う場合、内視鏡下注入が必要

で制限がある。そこで、本試験に先立って ICG 蛍光法の基礎研究として、口腔咽喉頭癌

を対象に「ICG 蛍光法と RI を用いた口腔咽喉頭癌 SN 生検術の実行可能性の検討」

(UMIN000006509)を実施し、症例登録を終了した。RI 法と ICG 法を併用し、集積の一致

性を検証した。評価可能 18 例中 16 例の解析では ICG 法による SN 同定率は 100%で、RI

と ICG の一致率は ICG/RI が 98%、RI/ICG が 94%であり、両者には高い一致率が認めら

れ、ICG 法による SN 同定が可能と判断された。この結果を受け、早期咽喉頭癌に対し

て、経口的切除法に ICG による SN 生検法を併用する治療法の臨床試験を計画した。本

試験では最新の診断と治療法の併用で最適かつ低侵襲な治療ができるものと期待され

る。一次的エンドポイントは後発頸部リンパ節転移率で、目標症例数は 40 例で計画し

た。10 月に研究代表者施設の倫理委員会の承認が得られ、他施設の承認申請を行うと

共に、研究開始が可能となった。	 

3) 選択的頸部郭清術研修会の開催：SN 生検法による個別的頸部郭清術を実践するために
は、機能温存術式である選択的頸部郭清術の技術の習得が不可欠である。そこで、将来

的な SN 生検法の普及に備えて、耳鼻咽喉科医師を対象にこの術式の研修会を 12 月に開



催する。	 

	 

2. 前年度までの研究成果	 
基礎となった研究：センチネルリンパ節理論による頭頸部癌微小転移の解明と個別的治

療法の開発（H21‐がん臨床－一般－016）	 

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。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。省略も含めた個別的な頸部郭清

範囲の決定に向けて、同一プロトコルによる多施設共同試験が実施可能であり、SN 生

検術施行施設の拡大を果たした。一次報告を国際学会にて発表した。再発等の追跡継続

中である。	 

3) 「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」の計画を策定し、研究を開始する体制を整えた。	 

4) 「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」
を実施し、平成 23 年 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 82.4%、

特異度 99.3%の結果を得た。結果を論文報告した。(文献 1）	 

5) 非 RI 法である ICG 蛍光リンパ節造影法による経皮的な頸部 SN 同定の基礎研究を報告し
た。この成果を基に、「ICG 蛍光法と RI を用いた口腔咽喉頭癌 SN 生検術の実行可能性

の検討」の研究計画を策定し実施した。	 

6) 頭頸部癌における SPECT/MRI による SN 診断法に関して、磁性体造影剤を用いた基礎的
および臨床的研究を行い、成果を論文にて報告した。(文献 2、3)	 

7) SN 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（シ
スプラチン）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。リンパ行

性化学療法の実行可能性を検討した。(文献 4、5、6）	 

	 

3. 研究成果の意義及び今後の発展性	 
本研究の最も大きな成果は、早期頭頸部癌において、個別的、さらに低侵襲かつ機能温

存の治療法が行われることである。本研究は必要とされる症例と領域に適切な頸部郭清術

を行い、不必要な症例と領域には行わない。治療は個々の病態に応じて行われ、一般に言

う体にやさしい治療を行うことである。SN 生検法は医療の質の高さの向上のみならず、不

必要な手術を行わないことで医療経済にも寄与すると期待される。具体例として、N0 例に

おいて不必要な頸部郭清術が避けられれば、SN 生検法の経費を引いて、一症例あたり

146,000 円の医療費削減効果が見込まれると試算される。	 

SN生検術には一般にトレーサーに RIを使用するため、不足する放射線診断医への対応、

施設の制限、手続きの煩雑さなどが生じる。トレーサーに RI に変わり ICG を用いる非 RI

法は低コストのため医療費の削減にも寄与する。さらに、放射線防護設備器機と要員のな

い施設でも行うことが可能となり、医療のきんてん化に役立つことが期待される。また、

医療従事者および被験者の被爆が避けられる。安全な医療の観点からも有用である。	 



RI法におけるガンマプローブと ICG蛍光法の赤外観察カメラなどの医療機器の開発と高

性能化の求めは医療技術水準の向上とそれによる医療機器産業の振興につながる。	 

	 

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」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。症例報告書の作成，取り扱い等において、被験者の機密保護に配慮する。研究成果

を発表する際には利益相反を明らかにし、さらに個人を識別できる情報は一切入れない。	 

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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