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緒 言

口腔癌の治療に際して，頸部リンパ節の取り扱

いは原発巣の制御とともに予後を左右する大きな

要因の１つである１），２）。さらに頸部の軟組織を一

塊として摘出する頸部郭清術は，口腔癌のリンパ

節転移に対する最も基本的かつ効果的な治療法と

して広くおこなわれている手術法である。当科で

は頸部リンパ節転移が疑われる症例に対して積極

的に胸鎖乳突筋，内頸静脈，副神経を温存するい

わゆる機能的頸部郭清術を適応している３）。この

うち第１１脳神経である副神経は，僧帽筋や胸鎖乳

突筋を支配する運動神経であり，同神経の損傷は

術後の腕挙上障害ならびに安静時における肩の下

垂としてあらわれる４）。したがって副神経の温存

は術後のQOLを考えた場合きわめて重要である

が，この術式を施行するには多くの解剖学的指標

にもとづく確実な郭清操作が要求される。今回わ

れわれは，機能的頸部郭清術において頸動脈鞘を

郭清中，本来内頸静脈と切り離すべき副神経が静

脈内に貫通している稀な２例を経験したのでその

概要を報告する。

症 例

症例１

患者：６９歳女性
別刷請求先：〒２６１－８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学口腔外科学第一講座 野村武史
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抄 録：機能的頸部郭清術の施行時に，副神経が内頸静脈に貫通していた口腔癌の２症例を経験し
た。症例１は，６９歳女性で左側舌縁部高分化型扁平上皮癌（T４N１M０ stageIV）の診断下に舌半側切
除術，左側機能的頸部郭清術，前腕皮弁による再建術を施行した。術中胸鎖乳突筋，内頸静脈，副
神経を保存しながら郭清を進めていくと，顎二腹筋後腹の内側で副神経が内頸静脈を貫通してい
た。症例２は６９歳男性で左側舌縁部高分化型扁平上皮癌（T３N２cM０ stageIV）の診断下に舌半側切
除術，左側機能的頸部郭清術，右側肩甲舌骨筋上郭清術，前腕皮弁による再建術を施行した。その
際顎二腹筋後腹の内側で副神経が内頸静脈を貫通していた。１９８７年１月から２００１年１２月の間に当科
で頸部郭清術をおこなった２８９例中副神経の走行を確認したのは１６２例１６２側であり，その発現率は
１．２％であった。機能的頸部郭清術をおこなう際，本症例のような破格例を念頭において，正確な
手術手技を習得しておく必要があると考えられた。

キーワード：口腔癌，機能的頸部郭清術，副神経，内頸静脈
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初診：平成９年６月１６日

診断名：左側舌縁部高分化型扁平上皮癌（T４N１M

０stageIV）

既往歴：高血圧症，糖尿病

現病歴：平成９年５月ごろより左側舌縁部の潰瘍

を自覚するが放置していた。その後増大傾向を示

したため，当科へ来院した。

現症：舌の左半分が大きく腫脹し，表面には上下

歯牙の圧痕がみられた。｜‾６に相対する部位に１．２

×０．９cm大の潰瘍があり，そこを中心に周囲２０

mmの範囲に強い硬結を触知した（図１）。頸部リ

ンパ節は，左側顎下部に小豆大，可動性リンパ節

を１個認めた。

平成９年８月１２日GOS全身麻酔下に舌半側切

除術，左側機能的頸部郭清術，前腕皮弁による再

建を施行した。

術中所見（副神経周囲の処理）：機能的頸部郭清術

の通法に従って３），４），後方限界を設定した後，後

頸三角の僧帽筋前縁で副神経を剖出し，これを追

求した。続いて外側および内側の胸鎖乳突筋筋膜

を剥離し，胸鎖乳突筋を温存した。そして顎二腹

筋後腹を牽引しながら注意深く頸動脈鞘を剥離し

たところ，副神経は内頸静脈に貫通していたため

両者から郭清物を切り離し，これらを温存した（図

２，３）。

症例２

患者：６９歳男性

初診：平成９年７月２８日

診断名：左側舌縁部高分化型扁平上皮癌（T３N２

図１ 症例１の口腔内所見

図３ 術中所見のシェーマ

Ａ：副神経
Ｄ：顎二腹筋
Ｉ：内頸静脈
Ｐ：耳下腺下極
Ｓ：胸鎖乳突筋図２ 症例１の術中所見
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cM０stageIV）

既往歴：不整脈，急性肝炎

現病歴：平成９年４月ごろ左側舌縁部の発赤を自

覚し，他病院口腔外科を受診した。その後患者の

希望により当科へ転院した。

現症：左側舌縁部に３．９×１．９cmの潰瘍を認め，

周囲は堤防状に隆起し，硬結を触知した（図４）。

頸部リンパ節は，左側顎下部に小豆大で硬い，無

痛性の可動性リンパ節を１個，左右上内深頸リン

パ節に小豆大，可動性リンパ節を各１個触知した。

平成９年８月１２日GOS全身麻酔下に舌半側切

除術，左側機能的頸部郭清術，右側肩甲舌骨筋上

郭清術，前腕皮弁による再建を施行した。術中所

見（副神経周囲の処理）：症例１と同様，後頸三角

より僧帽筋前縁で副神経を剖出した後，外側およ

び内側の胸鎖乳突筋筋膜を剥離し，胸鎖乳突筋を

温存した。そして顎二腹筋後腹を牽引して副神経

と内頸静脈の交叉付近を明視野にしたところ，副

神経は内頸静脈に貫通していたため慎重に郭清物

を切り離し，両者を温存した（図５，６）。

２症例とも現在まで再発，転移の疑いはなく，

術後経過は良好である。

臨床統計学的観察（表１）

表１ 当科における過去１４年間の頸部郭清術

頸部郭清術の術式 症例数

Classical radical neck dissection ４７
Modified radical neck dissection １４０
Selective neck dissection ８０
Extended radical neck dissection ２２
Total ２８９

１９８７年１月から２００１年１２月まで

図４ 症例２の口腔内所見

図６ 術中所見のシェーマ

Ａ：副神経
Ｄ：顎二腹筋
Ｉ：内頸静脈
Ｐ：耳下腺下極
Ｓ：胸鎖乳突筋図５ 症例１の術中所見
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１９８７年１月から２００１年１２月の１４年間に当科で頸

部郭清術をおこなった２８９例中，Classical radical

neck dissection ４７例，Modified radical neck dis-

section１４０例，Selective neck dissection８０例，Ex-

tended radical neck dissection ２２例であった。

このうち，副神経の走行を確認したのは１６２例１６２

側であり，さらに副神経が内頸静脈に貫通してい

たのは２例（１．２％）であった。

考 察

頸部郭清術は１９０６年にCrile５）によって提唱され

て以来，様々な改良が加えられ，今日頸部リンパ

節に対する基本術式として広く用いられている。

これらを総括し，１９９１年American Academy of

Otholaryngology Head and Neck Surgery６）が頸

部郭清術を�classical radical neck dissection，
�modified radical neck dissection，�selective
neck dissection，�extended radical neck dissec-

tion に分類する試案を提唱した。当科でおこなっ

ている胸鎖乳突筋，内頸静脈，副神経を温存する

いわゆる機能的頸部郭清術は，�modified radical
neck dissection に分類され，Bocca７）の提唱した

保存的頸部郭清術と同様であると考えている。わ

れわれはこの治療法を，癌の根治性を保ちつつ，

さらに術後の後遺障害が少ない極めて有用な術式

であると考えている。また片倉ら３）の調査では，１９８４

年から１９９４年の１０年間で頸部郭清術を適応した口

腔癌患者の５年生存率は６９．１％であり，他の郭清

と比較しても良好な成績を収めていると報告して

いる。しかしこれら３組織を保存するためには，

正確な解剖学的位置を把握すると同時に高度な手

術手技が要求され，破格例に対しても適格に対応

できなければならない。

解剖学的にみると頸動脈孔を出た副神経は，内

頸静脈に沿って下行し，顎二腹筋後腹の高さで，

これと離れやや後方へ向かう８）。

図７ 当科における機能的頸部郭清術（文献２）より引用）
―内頸静脈周囲の処理―

Ａ：副神経，Ｉ：内頸静脈，Ｓ：胸鎖乳突筋

歯科学報 Vol．１０２，No．６（２００２） ４８５

― 33 ―



当教室における機能的頸部郭清術の基本術式は

野間が詳細に記載している９）が，頸部副神経と内

頸静脈の交叉付近である上内深頸部の郭清のポイ

ントとしては，顎二腹筋後腹と内頸静脈の確認が

重要であると考えている。当講座ではまず下方よ

り分枝血管の少ない内頸静脈後面に沿って頸動脈

鞘を剥離しながら，内頸静脈と郭清物を分ける。

そして胸鎖乳突筋を後方に牽引しながら顎二腹筋

後腹の筋膜を剥離して副神経との交叉付近を明視

野にする。この際通常副神経は第１頚椎の横突起

の高さで頸動脈鞘内に入り，内頸静脈の前面か後

面を通過するため頸動脈鞘を剥離しながら内頸静

脈と切り離して保存する（図７）。しかし本症例の

ような破格例を考慮せず無造作に切離するとこの

部位で副神経を切断してしまうことになる。この

部位の郭清は剥離尖刀を用いて鋭的におこなうの

が原則であるため特に慎重に手術をおこなう必要

があると考えられた。

統計学的にみると本症例のごとく臨床的および

解剖学的に比較的稀と思われる破格が１６２例中２

例（１．２％）に認められた。過去の報告では，副神

経が内頸静脈に貫通している割合が，上條らが

２．８％１０），Hollinshead が３．２％１１），河原らが０．９％１２）

と述べている。これに対し自験の結果では１．２％

であり，すべての報告と概ね同様の結果が得られ

た（図８）。

破格発生のメカニズムについては不明であり，

これを追及した報告はない。胎児期に末梢静脈が

神経を環状に取り囲み，その後の神経の走行に

沿って静脈の位置関係が決まるという説１３）もある

が，末梢神経系と血管系の相互的な発生過程に一

定の見解はなく１４），今後の展開が期待される。

機能的頸部郭清術は頸筋膜および頸動脈鞘をバ

リヤーとしてその中に含まれる副神経，内頸静脈

ならびに胸鎖乳突筋を温存させる術式であるた

め，切離はすべて筋膜に沿って正確におこなわな

ければならない９）。頸部の解剖を熟知し，本症例

のような破格例を念頭においた，正確な手術手技

を習得しておく必要があると考えられた。

結 語

今回われわれは，当科における舌癌患者２例に

対して通常適応される機能的頸部郭清術をおこ

なった。その際，副神経が内頸静脈に貫通してい

Hollinshead

図８ 副神経と内頸静脈の位置的関係

４８６ 野村，他：副神経が内頸静脈を貫通していた２例
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るという稀な症例を経験したのでその概要を報告

した。

本論文の要旨は，第１６５回日本口腔外科学会関東地方
会（１９９８年６月２０日，甲府市）において発表した。
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Two cases of accessory nerve passing through
the internal jugular vein in modified radical neck dissection

Takeshi NOMURA, Hiroyasu NOMA, Kouichirou TAMURA
Sachie NOMURA, Kenichi HANAUE, TomohiroYAMAUCHI

Akira KATAKURA and Takahiko SHIBAHARA

First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Hiroyasu Noma）

Key words : oral cancer ; modified radical neck dissection ; accessory nerve ; internal jugular vein

We report 2 cases of modified radical neck dissection where the accessory nerve crossed the inter-

nal jugularvein. Case 1 was a 69－year－old woman presenting with highly－differentiated squamous

cell carcinoma（T４N１M０, stage IV）on the left side of the tongue. Treatment involved hemiglossec-

tomy, left modified radical neckdissection, and reconstructive surgery using a forearm flap. Case 2 was

a 69－year－old man presenting with highly－differentiated squamous cell carcinoma（T３N２cM０, stage

IV）on the left side of the tongue. The patient underwent hemiglossectomy, left modified radical neck

dissection, right supramyohyoid neck dissection, and reconstructivesurgery using a forearm flap. In

both cases, after the accessory nerve exited thejugular foramen, it crossed the internal jugular vein. Of

the 289 neck dissections performed in this department betweenJanuary 1987 and December 2001, the

course of the accessory nerve was examined in 162, confirming an incidence of 1.2％ for this variation.

Familiarity with potential variations in the relationship between the accessory nerve andinternal jugu-

lar vein is critical to accurate and safe performance of procedures in this region.

（The Shikwa Gakuho，１０２：４８２～４８８，２００２）
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