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琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科
における喉頭悪性腫場の統計的観察
琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科
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昭和48年4月琉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,著者らは年々その頭頚部悪
性腫場の統計的観察を行ってきている1)2)が,今回そ
の中で最も発生頻度の高い喉頭悪性腫癌を取り上げ,
昭和54年6月までの6年余の間に93例を経験したの
で,その統計的観察を行い報告するO
約100万人の人口を有する沖縄県において,耳鼻
咽喉科の扱う頭頬部悪性陣場に取り組む施設は,覗
在もなお当院を除いてはないので,この統計はほぼ
沖縄県の喉頭悪性臆病の実態を示しているものと云
えよう。
観察対象ならびに方法
観察対象は,昭和48年4月より昭和54年6月まで
の6年3ヵ月間に琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽
喉科にて喉頭悪性施療と診断された93例で,それら
の年次別,性別,年令別の統計をとり,症状,自覚
症状発現より受診までの期間,病理組織診断,施療
の進展度などについて分析し,さらにそれらの治療
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1 年次的推移
喉頭悪性腫場93例を年次毎にその発生数をみると,
Tablelに示すごとく,昭和48年4月〜12月は6例,
昭和49年1月‑12月は9例,昭和50年1月‑12月は
16例,昭和51年1月〜12月は19例,昭和52年1月〜
12月は13例,昭和53年1月‑12月は20例,昭和54年
1月〜6月は10例で,毎年10‑20例が発生している
のがわかる。
2

性"?'蝣:

93例の喉頭悪性施療のうち,男性は90例,女性は
わずか3例で.本統計でも圧倒的に男性に多く発生
Lていた0
3 年令分布
年令分布はTable 2に示すごとく, 30才代1例,
40才代7例, 50才代16例(含女性1例1,60才代42例,
70才代22例(含女性2例),80才代5例となっており,
諸報告314)5)と同じく, 60才代が最多で,ついで50才
代, 70才代と多くみられた。最年少は33才の男性で

Table 1. The patients with malignant tumor in laryanx,
who visited our clinic every year.

1973

朝

6 patients

1974

9

1975

16

1976

19

1977

13

1978

20

1979

10
93 patients
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5年前に喉頭摘出術を受けて健在であり,最年長は

は不明で,他施設にての既治蝶例も含まれるが,カ

84オの男性で約1年前に喉頭摘出術をうけ,現在再

I)レテ記載不充分例も認められたo

発のため入院加療中である.
Table 4. Period from the onset of the symptoms
to our first examination

Table 2. Age distribution of the patients
Age

Patie

nts

30‑39ys

21 patients

3 ‑ 6 months

21

6 ‑ 12months

16

7

40‑49ys
50‑59ys‥一一一・一一一

16

60‑69ys一一‥・‥‥・

42

1 ‑2years
over 2 years

22

70‑79ys
Over80ys

within 3 months

5

‑・‥一・・一一

6

病理組織像

喉頭悪性腹痛は組織学的には,ほとんどが南平上

Total

皮癌で,肉腫はきわめて綿だといわれているが3)5)6)
当科においても,他施設にての既治療例8例を除き,

4

症

状

85例の全てが扇平上皮癌であった。

喉頭患E瑚重傷93例につき,その症状をみるとTable 3
に示すごとく,嘆声67例,咳16例,疾8例,体重減

7

施療の進展度

腫癌の進展度については,一般に

TNM

分類が

少5例,嘱鳴・呼吸困難15例, 、蟻下困難6例,噴下
痛4例,血疾,頚部腫脹,枢気,咽頭異物感が各1

あり,また当領域の国際分類としては,とくに声帯

例となっていた。

にmarginal, hypopharyngealなどに分類する方

を中心にglottic, supraglottic, subglottic,さら
法などもあるが,当科における喉頭悪性腫壕は,後

Table 3. Compaints of the patients

に述べるごとく,進展したものが多く,その細分は
不可能なものもあり,また当統計観察上あまり大き

horseness

67 patients

な意味を持たないことなどより,ここでは単に大ま

cough

1 6

かにその進展度を,初期,中期,後期と分類してみ

stridor ‑ dyspnoea

1 5

た。すなわち, Table5にみるごとく,初期は8イ札

sput um

8

中期は51イ札

dimculty in swallowing

6

期から後期にかけての進展例が多かったo

後期は28例となり,初期は少なく,中
不明例が

emaciati on

5

6例あり,これは他施設にての初期加療を施行し,

pail血1 swallowillg

4

その後当科にて経過観察をしている症例である。

haemosputum

1

neck swelling

1

nausea

1

sense of foreign body

1

Table 5. Progressed degree of the tumor
early stage
developed stage

5 自覚症状発現より受診までの期間

last stage
unknown *

8 patients
5 1
28

喉頭悪性腹痛93例中68例について,自覚症状発現
より受診までの期間についてみると, Table4に示
すように, 3ヵ月以内21例, 3
月〜1年16例

ヶ月21例, 6ヵ

1‑2年5例, 2年以上5例となっ

ており,約半数は6ヵ月以内に受診していた。 25例

* The patients were already laryngectomized
in other hospitals.
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未治療は11例あったが,このなかには診断確定後

喉頭悪性腫壕の治療法には,手術療法,放射線療
法,化学療法,免疫療法があるが,当科における93

来院しなかった症例,末期例において気管切開のみ
であった症例,治療拒否例などが含まれている。

例については Table6に示すごとくである。すな
わち,その概略は,手術療法を主体としたもの34例

9 治療成績
治療後3年を経過した43例についてまとめてみる

(他施設にて2例),手術療法と放射線墳法とを併用
したもの18例(他施設にて5例),放射線療法を主体
としたもの17例(他施設にて1例)であった。

と, Table7に示すごとく,健在19例,担癌生存1
例,癌死13例,非癌死1例,不明9例で3年生存率
は46.5%であった。

Table 6. The treatment of the patients

Op.

14 patients (4 patients)

Op.十Irrad.

(3 patients)

Op. + Irrad. + Chemo.
Op.十Irrad. + Chemo.十Immuno.

(2 patients)
8
8

Op.十Chemo.
Op.十Chemo.十Immuno.
Op.十Immuno.

10
2

Irrad.

(1 patient)

Irrad. + Chemo.
Irrad.十Chemo. + Imtnuno.

7

10
4

Chemo.

ll

Untreated

* ( ) indicate the patients, who were already treated in other hospitals.
*

Op. = Total laryngectomy

Irrad. = Irradiation therapy

Chemo. = Chemotherapy

Immuno. = Immunotherapy

Table 7. The patients, whose treatment was carried out
over three years ago

in good health
alive with tumor
dead on tumor

19 patients
1

13

dead without tumor

1

unknown

9

43 patients
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43例についてそれぞれ治療法別にまとめて示した

T2‑4 NoM。で,後期は第III期ならびに第Ⅳ期に相

のがTable 8で,手術療法を主体としたものは24例
で,健在15例,担癌生存0例,癌死4例,非癌死1

当L T,‑4Nー(Mi‑iである3ト5).このようにして

例,不明4例で3年生存率は62.5%であった。手術
と放射線療法の併用は12例で,健在2例,担癌生存
1例,癌死6例,非癌死0例,不明3例であり, 3

多くは中期から後期の進展例であり,当県における

みると93例中,初期例は8例とその一割にも満たず,
耳鼻咽喉科施設ならびに専門医の充実が喝望される。
喉頚悪性腫場の治療は,とくに声門部より発生し

年生存率は25%であった。放射線療法は7例で,健
在2例,担癌生存o例,癌死3例,非癌死0例,不

たものは施療が喉頭外に進展するまでは転移が起こ

明2例で3年生存率は28.6%であった。

主体となるが,初期には発声機能保持のため放射線

りにくいことより,喉頭全摘出による手術的蝶法が
療法や部分切除術が行われる。当科における治療法

&

も手術療法が主体であり,現fl三までに部分切除適応

喉頭悪性腫癌については,まず男性が女性よりも

例はなく,放射線療法にても根治を目的とした初期

遥かに高い曜息率を示し,その比率はおおむね,罪

例はわずか4例で,他は手術的療法不能の末期例か,

性:女性がio: lといわれるが, 3ト6)当科の症例93

手術適応限界上の進展例のための併用であった。

例においても男性が90例,女性が3例で圧倒的に男

その治療成績についてみると, 5年経過の症例数
が少なく, 3年生存率について考察してみた。該当

性に多かった。
症状については,喉頭悪性腫場の初発症状は嘆声

する43例中,生存例は20例であり,その3年生存率

であり, 90%を占めるといわれている5)。今回の報

は46.5%となっている。昭和54年報告による和歌山

告でも他の症状に比較して,噴声が圧倒的に多く,

県立医科大学耳鼻咽喉科7)の3年生存率は70%で当

ついで,咳,疾,噌鳴,呼吸困難などがみられた。

村の46.5%と大きな開きを示しているようにみえる

病理組織学的には,肩平上皮癌がほとんどで,他

が,これを喉頭腫場の進展度からみると,同大学で

の腺癌や非上皮性悪性施療は稀といわれているが,

の喉頭性癖75例中42例(56%)が初期例であり,当

:うト6)当科の93例についても,他施設既治療例によ

科にての初期例は43例中8例(18.6%)とその進展

る不明8例を除いて, 85例仝例が扇平上皮癌であり,

度に大きな差異があることがわかる。
手術例の3年生存率は62.5%であるが,これは前

腺癌や肉腫などは全く認められなかったo
腫場の進展度については,前述のごとく進展例が

哩のごとく,大部分が手術適応例であるため比較的

多く,その細分が困難かつ無意味なので,大まかに

良好であり,放射線療法のみでは28.6%で,これは

初期,中期,後期に分類してみたが,初期は第I期

前述のごとく,手術適応を越えた進展例が大部分を

に相当し, TiN。M。であり,中期は第II期に相当し

占めるためのものであり,手術と放射線併用療法で

Table 8. Relation between the rough survival rate and the treatment in the patients,
whose treatment was carried out over three years ago

Op.
in good health

1 5 (62.5%)

alive with tumor
dead on tumor
dead without tumor
unknown

Total

24

* Op. = Operation; Irrad. = Irradiation therapy

Op. + Irrad.

2 (25.0%)

Irrad.

2 (28.6%)

琉球大学保健学部附属病院耳鼻咽喉科における喉頚感性佳境の統計的観察

は25%となっており,これも手術適応限界上の進展

県地方部全学術講演会にて発表したo

例であるためであるo
喉頭悪性腰痛に対する化学療法,免痩療法につい
ては,当科では前述のごとくそのほとんどが手術療
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汰,放射線療法またはその併用例であり,両療法は
その補助的なものとして使用されているので,その
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Abstract

STATISTICAL

OBSERVATIONS

ON THE MALIGNANT

TUMORS IN THE OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL
THE RYUKYUS UNIVERSITY
Yoshitaka

LARYNGEAL

DEPARTMENT

OF

HOSPITAL

ARAKAKI, Shigemitsu
MATAYOSHI, Tomohiro
Genka,
Seikichi
NOHA, Akira KUSUMI, and Yutaka
NODA
Department

of Otorhinolaryngology,
College
University of the Ryukyus

of Health

Sciences,

The 93 patients
with the malignant
tumor in larynx were statistically
observed during past six
years and three months, since the Oto-Rhino-Laryngological
Department of the Ryukyus University
Hospital was opened in April 1973.
The results were follows:
(1) We treated 10-20 patients with malignant laryngeal tumor for every year in past six years.
(2) According
to the sex of the patients,
the male and female patients
were respectively
90 and 3;
the ratio of the male to female was 30 to 1.
(3) According
to the age of the patients,
there were most in the sexagnarian, subsequently
in the age
of fifties and seventies.
(4) With regard to the symptoms, hoarsness was mostly complained,
subsequently
cough, sputum,
wheeze, dyspnoea, etc..
(5) The microscopical
examinations
revealed only a squamous cell carcinima;
an adenoma or other
non-epithelial
tumors were not seen in this series.
(6) Only about the half of the patients
visited our clinic within six months after the onset of the
symptoms.
(7) Only eight patients
visited our clinic in early stage of the tumor. We had to treat the patients
almost in the progressed
stage.
(8) We treated the patients
mainly with the operation,
subsequently
with the irradiation
or the
combination
of the operation
and the irradiation.
The chemotherapy
and the immunotherapy
were carried out supplementary.
(9) The rough survival rate for three years was 46.5%.
These statistics
can be seen as those in the Ryukyu Islands, since our clinic is still now only one
fully equipped
clinic for the patients
with ear, nose and throat diseases here in thses islands, where
about one million of people are living.
With thses statistics,
we emphasis again the need of the discovery and treatment in the early stage
of this disease in the Ryukyu Islands.

