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琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科
過去4年間の悪性腫癌の実態
琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科

都川紀正 栗田健一 新垣義孝 又吉重光 野田 寛

a

性別,年令分布は図1のごとくで,男性135
例,女性41例であり,男女比は3.5: lで男性に多か

昭和48年4月埼球大学保健学部附属病院に耳鼻咽
喉科が開設されて以来,昭和52年3月までの4年間
に,当科にて扱った悪性腫癌患者の統計的観察を試

った。男女共に50才, 60才のいわゆる癌年令層に頻
度が高い。男性患者の最高年令は83才の下咽頭癌で
魔境死,最少年令は20才の上咽頭癌で腫癌死してい

みた。腫癌統計を出すには,あまりにもその観察期
間が短かいが,約100万人の人口を有する沖縄県に

る。女性患者の最高年令は83才の口蓋扁桃の紳綱肉

おいて,耳鼻咽喉科悪性腫癌の診療に本格的に取り
組む施設は,当科開設以前にはなく,現在もほとん

腫で健在,最少年令は12才の節骨洞の横紋筋肉腫で
腫癌死している。
C.頭頚部悪性腫癌の発生部位による分析

ど当院に限られていることから,その実態は,ほぼ
沖縄県の実態と見なしても良く,それを諸家の報告

腔(口唇,頼粘膜,歯肉,硬口蓋,口腔底,普),

と比較検討するとともに,治療成績の検討から明日
への治療指針を導びくことを目的とした。

2.咽頭(上咽頭,中咽頭,下咽頭), 3.喉頭, 4.鼻・
副鼻月酎鼻月室,上顎,上顎を除く副鼻膝), 5.聴器,

Ⅱ

観察対象

対象は昭和48年4月より昭和52年3月までに,疏
球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科において扱った
悪性腫癌患者 計176例である。それらを性別,午

対象となった176例の悪性腫癌の発生部位を1.口

6・その他,に区分し各年度別ならびに嘩Jlの統計を
表1に示した。
1.口腔の要性腫癌について(表2)
1)口唇癌について

令別,発生部位別に統計をとり,さらに発生部位を

口唇癌は1963年‑1965年の3年間に東京大以下9
施設で扱った口脇癌283例中15例(5.3%)であり2),

口脛,咽頭,喉頭,鼻・副鼻月室,聴器,その他に区
分して,その病理組織像,治療内容,転帰について

回立ガンセンター(1967)では, 183例中14例(3.6%)
に過ぎない4)。当科では28例中1例(3.6%)を経験し

検討を加えた。臆病の分類には, UICC方式による
TNM分類を用いたlト3)o なお本文中,放射線治療

ている。扁平上皮癌で手術および放射線治療を受け
ている(表2)0
2)頬粘膜癌について

は㊧,化学療法は⑱,免疫療法は⑳,手術療法は㊦
と略した。
Ⅱ 観察結果ならびに考捜
A.頭頚部悪性腫癌中の頻度
4年間の全般を通してみると,頭頚部悪性臆病患
者数は,各年度共に耳鼻咽喉科患者総数の約4 %を
占めている。今回の頭頚部悪性腹痛総数176例の分
析では,口腔28例(15.9%),咽頭59例(33.5%),喉
頭39例(22.2%),鼻・副鼻腔36例(20.5%),聴器1
例(0.6%),その他13例(7.4%)であった(表1 )0
B.性別および年令分布

頬粘膜癌は1963年‑1965年の3年間の東京大以下
9施設で扱った口月室癌283例中30例(10.6%)2'で, Eg
立ガンセンター(1967)では183例中14例(7.6%)で
あり,その男女比は約10: 1で男性に多いと報告さ
れている4)。当科では, 28例中7例(25.0%)を経験
し,その男女比は6 : 1であった。全例扁平上皮癌
であり,治療内容および転帰は表2に示すごとく
である。健在の2例の内容を以下に示す。
(i)76 (男) T2N】M. ㊨+⑬
(ii)60 (男) T3N3M. ㊨+⑬+㊨
(㊦一頚部廓楕術)
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表1琉球大学病院耳鼻咽喉科過去4年間の悪性腫癖統計

3)歯肉癌について
歯肉癌は1963年‑1965年の3年間に前記9施設で
扱った口腔癌283例中21例(7.4%)2サで,国立ガンセ
ンター(1967)は183例中11例(6.0%)4,)1964年‑1973
年の10年間における東京医歯大口臆外科の報告では
446例中103例(23.1%)である5)o当科での経験例は

容および転帰は表2に示すごとくである。なお1
例は口腔外科へ転科しているので転帰は不明とした.
5)口腔底癌について
口脹底癌は1963年‑1965年の3年間に前記9施設

ない。

で扱った口脇癌283例中16例(5.6%)21で,国立ガン
センター(1967)の報告では183例中14例(7.6%)で,
男性に圧倒的に多いとされている4)。当科では28例中

4)硬口蓋癌について
硬口蓋癌は1963年‑1965年の3年間に前記9施設
で扱った口腔癌283例中32例(ll.3%)2トで,国立ガン

全例偏平上皮癌であった。治療内容および転帰は表
2に示す通りである。

センター(1967)の報告では183例中15例(8.2%)であ
る4)。当科では28例中2例(7.1%)を経験し,治療内

6)舌癌について
舌癌は1963年‑1965年の3年間の前記9施設で孜

7例(25.0%)を経験し,男性6例,女性1例である。

琉大耳鼻咽喉科悪性腫場の実態

表2

口腔の悪性腫癌

S.C.C.一局平上皮癌, R.C.S.‑細網肉腫, B.C.C.‑基底膜細胞癌
Ope.一手術嘩法, Ra‑照射療法,化‑化学療法,免‑免疫療法
表3以下 鳴語は表2に準ずる。
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った口脇癌283例中169例(59.7%Pであり,国立

2.咽頭の悪性腫癌について(表3 )

ガンセンター(1967)における頭頚部腫癌の13%程度
を占め,喉頭癌,上顎癌についで多く,かつ口腔癌

7)上咽恵腫癌について
前記東京大以下9施設での上咽頭腫癌は124例で
組織像では癌腫77例,肉腫54例で癌腫の方がやや多

のうち舌癌の占める頻度は183例中115例 62.8%
と最も多いものである41。京都府立医大における1959

い2)。月舘βは1966年全国統計では癌腫158例(53%) ,

午‑1970年までの11年間の報告では,頭頚部患性臆
病総数791例中,喉頭癌256例(32.4%),上顎癌199

肉腫100例(34%),不明35例(13%)と報告してい
る7)。当科では17例を経験し,咽頭腫域59例中の28.i

例(25.2%)に次いで,舌癌はオ3位で72例(9.1%)で

a/Oである0 20才代の男性6イ札 女性1例を含め,男
性の平均年令は40.8才,女性は37.6才とともに若か

ある6)。当科では28例中11例(39.3%)であった。 ll
例の病理組識像,治療内容,転帰は表2に示すご
とくである。健在の3例を以下に示す。

<i)35 女) T,N・M? ㊨+⑬+㊨
(ii)60 (男) T3N, M. ㊨+⑱ (動注を含む)
(iii)4i (女) T4N3 M. ㊨+㊨+⑱
(iii)の手術内容は舌,下顎切除および頚部廓活術を
他の診療機関で施行されたものである。
表3

咽頭oノ悪性腫癌

った。病理組識像,治療内容および転帰は表3に
示す。健在の1例を以下に示す。
(榊3 (男)扁平上皮癌 T3NサM. ㊨+⑱+㊨
担癌生存の4例を以下に示す。
(1)55 (男)リンパ上皮腫T,N. M。 ㊨+⑱+㊨
(ll)57 (女)細網肉腫 T,N。M. ㊨+⑱
(iii)22 男)偏平上皮癌 T,N・M. ㊨+⑱+㊨

琉大耳鼻咽喉科悪性腫傷の実態

(iv)6や(男)扁平上皮癌 T, NoMo ㊨+⑱+㊨
8)中咽頭腫壕について
中咽頭腫壕は前記9施設での報告では, 155例を
経験し,癌腫94例(60.6%),肉腫(細網肉腫) 61例
(39.4%)の頻度であったという2)。当科では21例を
経験し,咽頭腫癌の35.6%である。病理組織像,袷
療内容および転帰は表3に示すごとくである。手
術内容は頚部廓清術を施行している。また3例に動
注を施行したG健在5例を以下に示す。
(i)83 (女)細舶肉腫 T3N3M。 ㊨+⑱+㊨
(ii)53 (女)細舶肉腫
TI N】 M。 ㊨+⑱
(iii)76 (男)偏平上皮癌 T2 N。 M. ㊨+⑱+㊨
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6例が喉頭全摘術を受けている。当科での手術適応
であり,手術可能であった21例をみると,全例が扁
平上皮癌であり,うち17例に喉頭全摘術のみを施行し,
その転帰は健在11例,癌死3例,非癌死1例,不明
2例であった。 4例に喉頭全摘術および頚部廓清術
を施行し,その転帰は健在3例,癌死1例であった。
手術患者の最高年令は79才であったが癌死しており,
最少年令は43才で健在である。なお喉頭部分切除の
適応例はなかった。これはほとんどが進行癌であっ
たためで,声門上,声門,声門下の腫域の発生部位
の判定が不能であった例が多かった。健在20例の治
療内容を以下に示す。 O内は各治療の総数である。

(∨)66 (男)細網肉腫
T, N, M。 ㊨+⑱
担癌生存の1例を以下に示す。

(i標
(ii⑳+㊨+⑱
(iiiゆ+㊧

(i)38 女)扁平上皮癌 T2N,M。 ㊨
9)下咽頭腫癌について

(ivXァ>+@+ゥ i ( 3)
4.鼻・副鼻月室の悪性腫癌について(表4.5

(iv)35 (男)偏平上皮癌 T3N, M。 ㊨+⑱+㊨

頭頚部悪性腫癌中最も予後が悪く,ほとんどが癌
腫である1960年‑1964の5年間における本邦で
治療された下咽頭癌は788例で,男女比は491 : 297
で男女差の著るしい差はない2)。当科では21例を経験

11 (13) (VXD+⑱+⑳1 (1)
3 ( 4) (Vi)㊨+⑬ 1 (2)
2 (5) ()⑱+⑱ 1 (2)

ll)上顎腫癌について
上顎の悪性腫癌統計としては,頭頚部腫癌研究会
(1960)浅井641例9㌧1963年‑1965年の3年間におけ
ける前記9施設における163例2㌧1963年‑1967年の

し,咽頭腫嬢の35.6%である。病理組織像,治療内
容および転帰は表3に示すごとくである。なお当

5年間における東北大の98例iサ,1966年‑1975年の10
年間における大阪市大の94例11)などがあり,一般に

科での手術は咽頭喉頭切除術4例を施行し,うち2
例に頚部廓清術を併用した。また末期癌で初診より

男性にやや多く,患側の左右差に著るしい差が認め
られないという報告が主である。当科では24例の上

間もなく緊急気管切開を施行し,他の治療に移る間
もなく癌死したものが3例あった。これらは手術例

顎顎を経験し,男女比はis: 9であり,息側は右側
15例,左側9例であった。また上顎洞根本手術の既

に入れず,未治療の分類に抱合されている。健在の
3例を以下に示す

往のあるものは3例であったo なお両側上額腫場の
例は経験していか、。病理組織像,治療内容,およ

(i)64 女)偏平上皮癌 T,N。M。 ⑳+㊨
(ii)50 (女)偏平上皮癌 T,N。M. ㊨+⑬
上限険基底細胞癌を重複‑㊦

び転帰は表4に示すごとくである。当科での手術
適応であり,手術可能であった12例についてみると,
上顎全摘術を9例に施行し,その予後は健在5例,
癌死4例であり,上顎全摘および眼球摘出術を3例

(iii)55 (男)偏平上皮癌 T。N。 M。 ㊨+⑱+㊨
担癌生存の2例を以下に示す。
(i)56 男)扁平上皮癌 T4N。Me ㊧+⑱+㊨
(ii)5i 男)偏平上皮癌 T4N,M. ㊨+⑱
3.喉頭の憩性腫癖について(表4 )
10)喉豆酎嘉について
全癌症例の約1.8%を占め,頭頚部癌の約17.5%
とされ,男女比はio: lと圧倒的に男性に多い。 5
年生存率は70%が目標とされている1960年‑1964

に施行し,その予後は健在2例,癌死1例である。
手術患者が最高年令は68才の男性であったが癌死し
ており,最少年令は33才の男性で健在である。
12)鼻腔腫坊について
鼻腔内を充満する腫癌で上顎癌と区別した10;。当科
では9例を経験し,その病理組織像,治蝶内容およ
び転帰は表5に示すごとくである。
13)副鼻腔臆病(上顎腫蟻を除く)について

年の5年間の全国統計では2804例で,男女比は2522
: 282であると報告されている2)8)当科では39例の

筋骨洞腫疲3例を経験し,上顎腫坊,鼻性瞳癌と
区別した10)。その病理組織像,治療内容および転帰は

喉頭癌を経験し,病理組織,治療内容および転帰は
表4に示すごとくである。他の診療機関において

表5に示すごとくである。右筋骨洞の横紋筋肉腫
の症例は12才の女性で,腫癌患者の最年少であり,

都 川 紀 正 ほか
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表 4 喉頭および上額の悪性腫癌

腫癌死している。
5.聴器の悪性腫癌について
14)中耳の腫痛について

へ転科している。
17)上眼険の悪性臆場について

当科では1例経験している(表5)。初診時すで

1例経験したが眼科へ転科している。
18)額下部の患性腫癌について

に放射線治療を受けており,病変原癖β位が不明で,
耳介および外耳道に所見なく,中耳の所見より中耳

1例経験したが外科へ転科している。
19)下顎の憩性腫癌について

原発のものと推定し,本統計に加えた。病理組織像
は偏平上皮癌であった。
6.その他

1例経験したが口月室外科へ転科している。
20)ホジキン氏病について

15)食道の憩性腫癌について

21) Wegener氏肉芽腫症について
1例経験し,全身的にはステロイド,抗腫嫉剤,

表1に示すごとく 5例経験したが全て外科へ転
科している。
16)甲状線の悪性腫蛎について
表1に示すごとく 3例経験しているが全て外科

1例経験したが内科からの依頼患者である。

免疫抑制剤を使用し,鼻部および右肺部には放射線
治療を施行したが,不幸な転帰をとった。
なお重複癌と思われる症例は3例経験し,その内

琉大耳鼻咽喉科悪性腫場の実態
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表5 鼻月室・副鼻腔および聴器の悪性鹿癌

訳は,下咽頭癌と胃癌(腫癌死),下咽頭癌と下限険
基底細胞癌(健在),中咽頭癌と食道癌(腫癌死)であ
7tm
病理診断不明例とは,すでに他診療機関において
診断をつけられ治療を受けている場合(喉頭全摘術
後など),診察を拒否されたもの, 1 回の通院の
みで以後受診しないものなどがその原因である。ま
た末治療の要因は, (1)患者および家族の了解が得ら
れず診療を拒否されたもの, (2)患者自身が憩性腫場

老数は各年度とも患者総数の約4%を占めている。
口月室腫癌28例(15.9%),咽頭臆嬢59例(33.5%),喉
頭腫嵯39例(22.2%),鼻・副鼻月割垂暢36例(20.5%),
聴器腫癌1例(0.6%),その他13例(7.4%)と分類で
きた。これらの発生部位別の頻度は諸家の報告と大
きな差はなかった。沖縄県が台湾に近いことから上
咽頭腫癌が多いであろうと考えられるが,そのよう
な傾向はなかった。性別では男性135例,女性41例
で男女比は3.5: 1で男性に多かった。男女とも50才

であることを恐れて通院しなくなったもの, (3)緊急

代, 60才代の癌年令に頻度が高かった。男性患者の

気管切開のみで他の治療に移れなかったもの, (4)そ
の他 などがあげられる。
176例の転帰の総計は健在46例(多い順に喉頭癌19

最高年令は83才の下咽頭癌で腫嫉死,最少年令は20
才の上咽頭癌で腫嫉死している。女性患者の最高年
令は83才の口蓋扁桃の細網肉腫で健在,最少年令は

例,上顎癌9例),担癌生存8例,腫癌死40例(多い
順に下咽頭癌11例,上顎癌5例,喉頭癌5例,舌癌

12才の節骨洞の横紋筋肉腫で臆嫉死している。現時
点の治療成績は健在46例(26.1%),担癌生存8例(4

5例),非癌死3例,不明79例である。この不明の要

.5%),腫病死40例(22.7%),非癌死3例(1.7%),
不明79例(44.9%)であった。 一

因は, (1)他の診療機関に移っていったもの, (2)自分
で良いと思って来院しなくなったもの, (3)診療を拒
否したもの, (4)患者自身がうすうす悪性腫癌である
ことを認識して釆院しなく在ったもの, (5)その他,
などが考えられる。
また本統計には悪性黒色腫の経験はなく,唾液腺
悪性腫癌の経験もなかった。
Ⅳ

ま

と

め

1973年4月より1977年3月までの4年間に琉球大
学保健学部附属病院耳鼻咽喉科にて取り扱った悪性
臆癌患者176例の統計的観察を試みた。要性臆癌患

以上鹿疲統計を出すには,あまりにもその観察期
間が短かすぎるが,沖縄県における現状からその実
態を把握し,諸家の報告と比較検討すると共に,治
療成績の検討から明日への治療指針を導びき出すた
めにあえてここにまとめ報告した。
本論文の要旨は,牙2ョ琉球大学保健学部附属病
院腫癌研究会, E]本耳鼻咽喉科学会沖縄県地方部会
31'5回学術講演会において発表した。
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Abstract

Statistical Observations on the Malignant Tumors
in the Oto‑Rhino‑Laryngological Clinic of the Ry色ky色
University Hospital During Past Four Years
Norimasa MIYAKOGAWA, Ken‑ichi KURITA,
Yoshitaka ARAKAKI, Shigemitsu MATAYOSHI,
and Yutaka NODA
Department of Otorhinolaryngology, University of the Ryukyus, College of Health Sciences

The 176 patients
with the malignant
tumors in head and neck were statistically
during past four years, since the otorhinolaryngological
clinic
of the Ryukyu University
was opened in April 1973 as the first fully equipped
clinic
in Ryukyu Islands.
1)

The results
The ratio

were follows:
of the patients

with

malignant

tumors

in each

year are always

almost

observed
Hospital

4% of all

patients
in our clinic.
2) According
to the locations,
in which malignant
tumors are found,
28 were found in oral
cavity (15.9%)
(lip-1,
cheek mucosa-7, gingiva-0,
hard palate-2,
mouth floor-7,
and tongue
-ll)
; 59 in pharynx
(33.5%)
(epipharynx-17,
mesopharynx-21,
and hypopharynx-21)
; 39 in
larynx (22.2%)
; 36 in nasal and paranasal
cavities
(20.5%)
(maxillary
sinus-24,
nasal cavity9, and paranasal
cavity except maxillary
sinus-3)
; 1 in middle
ear (0.6%)
; and
13 in the
others
(7.4%).
3) According
to the sex of the patients
with malignant
tumors, the male and female patients
were respectively
135 and 41. The ratio of the male to the female was 3.5 to 1.
4) The oldest male patient
was 83 years old and died of hypopharynx
cancer ; the youngest
male was 20 years old and died of epipharynx
cancer ; the oldest female was 83 years old and
is now in good health after the treatment
of the reticulum
cell sarcoma of palatine
tonsil ; and
the youngest female was 12 years old and died of the rhabdomyosarcoma
of ethmoid
sinus.
5) In the end of March 1977, the 46 patients
are in good health
(26.1%),
the 8 alive with
tumors (4.5%),
the 40 died of malignant
tumors (22.7%),
and the prognosis
of the 79 patients

is unknown (44.9%).
The observationsperiod
for four years is too short to discuss
We venture here, however, to show the real conditions
of the
neck in Ryukyu Islands,
for our clinic
is still
only one fully
with ear, nose and throat diseases
here in Ryukyu Islands,
where
living.

the data of malignant
tumors.
malignant
tumors in head and
equipped
clinic
for the patients
about a million of people are

