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抄録：固有鼻腔に発生する扁平上皮癌（以下，鼻腔
癌）は比較的まれである。その治療法は，施設に
よって異なり，一定の治療法を決めるには至ってい
ない。鼻腔周囲には頭蓋底，眼窩内容物，上顎骨等
の重要臓器があるため，根治性と審美的形態，機能
温存の三者を満足させ，治療することは大変困難で
ある。自験例では患者の強い希望があり，特に術後
の審美的形態に最大限配慮する必要があった。腫瘍
を完全に切除するだけでなく，審美的形態，機能温
存のため，我々は主治医である耳鼻咽喉科医と密に
連携をとり，手術のサポートを行った。口腔外科医
師が Le FortⅠ型骨切り術を行い，鼻腔内を明視野
とし，耳鼻咽喉科医師が en block に腫瘍切除を
行った。各科連携したチームアプローチにより，安
全かつ正確な腫瘍切除が可能となった。腫瘍の発生
部位や大きさにもよるが，鼻腔癌の外科切除にあた
り，審美的形態，機能温存を配慮した場合，Le
FortⅠ型骨切り術が有用な場合があると考えられ
た。

緒 言

固有鼻腔に発生する悪性腫瘍は，鼻・副鼻腔腫瘍
として一括して検討される場合が多く，鼻腔腫瘍単
独での報告例は少ない。その主症状は，鼻閉感・鼻
出血などであり，比較的に早期に発見されることが

多い。治療法については，基本的に三者併用療法が
行われている上顎癌とは異なり，鼻腔癌では症例が
少ないことから，各施設によって様々な治療法がと
られているのが現状である。鼻腔は顔面の中央に位
置し，積極的な手術療法を行うことは顔貌の大きな
変化をきたす場合がある。そのため治療法について
は，腫瘍を完全に切除するだけでなく，術後の機能
温存や審美的形態にも配慮し，選択する必要があ
る。審美的な観点から手術療法だけでなく，化学療
法や放射線治療との併用の報告も多くみられる。術
後の患者 QOL の低下を防ぐためには，術前の十分
なカンファレンスが必要となる。当院における頭頸
部腫瘍に対するアプローチ方法は，腫瘍内科，耳鼻
咽喉科，放射線科，歯科口腔外科の各科医師で構成
されている頭頸部腫瘍カンファレンスを通して決め
られる。その中で，各々が専門的介入を検討した上
で，治療方針を決定する。今回我々は，固有鼻腔癌
に対して，術後の機能温存や審美的な観点から，主
科である耳鼻咽喉科医師と密に連携を取り，チーム
アプローチにより良好な経過を得ることができたの
で，その概要を報告する。

なお，この報告に関しては患者の了承を得てい
る。

症 例

患者は，６８歳の男性。後鼻漏を主訴に当院耳鼻咽
喉科を受診した。鼻中隔下方へ肉芽を認め，生検の
結果扁平上皮癌との診断であった。その他，全身精
査したところ，頸部リンパ節や遠隔転移，同時多発
癌は見つからなかった。腫瘍の進展範囲は，固有鼻
腔内であり，頭蓋底には達していなかった（図１
ａ，ｂ）。
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手術所見

口腔外科医師により，Le FortⅠ型骨切り術に準
じて，口腔前庭に粘膜切開を行った。梨状口周囲か
ら犬歯窩，頬骨下稜，翼突上顎縫合部に達するまで
の骨膜剥離を行い，上顎骨骨面を明示した。前鼻棘
は十分に剥離し，前鼻棘から上部へつながる鼻中隔
軟骨も周囲粘膜から剥離し，さらに鼻腔底および側
壁の粘膜も十分に剥離した。骨切り線は，梨状口側
縁から鼻腔側壁，上顎洞前壁・側壁，頬側下稜，上
顎結節後方部に設定した。上顎骨骨片を下方へ偏位
し，可動性付与（down fracture）を行った（図２ａ，
ｂ）。なお Le FortⅠ型骨切りに際して，原発腫瘍
へ直接切り込むようなことがないことは，事前の画
像診断で把握していた。耳鼻咽喉科医師は鼻中隔内
の腫瘍を内視鏡を用いて確認し，腫瘍切除線を設定

した。down fracture 後，鼻腔内を十分に視認でき
るようになり，口蓋～鼻中隔内の腫瘍を，上方は篩
骨篩板，後方は蝶形骨体部を基準とし，蝶形骨洞の
前壁を含めて en block に摘出した。口腔前庭部と
口蓋からアプローチし，腫瘍周囲を迅速診断へと提
出し，腫瘍の残存が無いことを確認した。上顎骨は
４枚のチタンロックミニプレートにて骨接合を行った。
歯肉を縫合し，手術は口腔内の切開のみで完結し
た。創は口腔内に限局し，また腫瘍は全切除を可能
とした（図３ａ，ｂ）。病理組織像は，弱拡大では癌
胞巣の配列の破壊が認められ，腫瘍中心部が角化壊
死していた。強拡大では，口蓋骨を吸収し浸潤して
いる所見が認められた（図４ａ，ｂ）。手術後は，口
蓋を被覆する形態の義歯を装着し，鼻口腔漏は完全
に閉鎖でき，摂食障害は改善された（図５）。以上よ
り，病変を取り除くだけでなく，顎口腔系全体の形

図１⒜：頭頸部 PET-CT 所見
下鼻甲介から中鼻甲介にかけて軟部腫瘤が認められ，同部に SUV１７．８９の異常集積

が認める
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図１⒝：全身 PET-CT 所見
頸部リンパ節転移および遠隔転移は認められない

図２⒜：Le FortⅠ型骨切り線の設定 図２⒝：down fracture 後
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態と機能を含め回復させることができた。

結果および考察

鼻腔癌は，主に中および下鼻甲介から発生し，稀
に鼻中隔から発生する１）。治療法の選択は，腫瘍を
完全に切除するだけでなく，術後の機能面と同時に
審美的にも配慮し治療を行う必要があり，手術，放
射線治療，化学療法を組み合わせた集学的治療が行
われる２）。他臓器の扁平上皮癌と同様に早期のもの
であれば放射線治療のみで治癒する症例もある。ま
た，動注化学療法は上顎癌でよく用いられる方法で
あり，鼻腔癌においても行う価値があると考えられ
ている。審美的な観点から，放射線単独が望ましい
といえるが，実際に行われているのは手術のみ，手

術＋放射線治療，放射線治療のみと様々である。こ
のうち，手術と放射線治療の併用の報告が比較的多
くみられる３）が，症例が少ないことから治療法は確
立されていない。鼻腔癌に対する主な手術方法は，
拡大 Denker 手術，lateral rhinotomy，内視鏡下切
除がある。拡大 Denker 法は口腔前庭よりアプロー
チし，顔面に手術創を加えたくないという患者およ
び術者の考えに基づいていて，審美的には非常に優
れた方法といえる。腫瘍が比較的小さい場合はこの
アプローチでも完全な切除が可能であるが，腫瘍が
大きくなると，腫瘍の上方や後方の正常組織との境
界を直接見ることができないため，完全な切除が困
難となる。lateral rhinotomy 法は腫瘍の上方や後
方の正常組織との境界を見極めることが可能なの

図３⒜：術中所見
耳鼻咽喉科医師により，口腔前庭部と口蓋からア

プローチし，内視鏡を用いて腫瘍の断端を確認した
図３⒝：術中所見

口腔外科医師により，Le FortⅠ型骨切術を行
い，上顎骨の down fracture を行った

図４⒜：病理組織像 弱拡大

図４⒝：病理組織像 強拡大
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で，視野が良く優れた術式であるが，顔面に手術創
が残るという合併症がある４，５）。内視鏡下手術は，手
術侵襲が少なく，顔面腫脹，瘢痕形成が少ないなど
審美性に優れている。さらに顔面の骨性構造を保持
できるため，この部が腫瘍進展の障壁となり，再発
時の再手術にも有用である。しかし，腫瘍の存在部
位，大きさにより en bloc 切除が必ずしも可能でな
いため従来の手術方法と比較し，分割切除した場合
の再発率が問題となる６，７）。いずれの術式にも，上記
の様な利点と欠点があり，本症例の様に術後の顔貌
の変化に対して患者の強い希望がある場合，その術
式を選択することは困難である。そこで我々は，耳
鼻咽喉科医師よりコンサルトを受け，口腔外科医師
による Le FortⅠ型骨切り術を用い鼻腔内を明視野
とし，耳鼻咽喉科医師が en block に腫瘍切除を行
うことが，本症例には最も適した術式であると考え
た。また，歯科医師として本治療に介入するにあた
り，Dawson の理論に基づく完全歯科医療の概念８）

により，顎口腔系全体の形態と機能を調和させ，術
前と変わらぬ咬合関係に整復し，術後の咬合の安定
性を確保することを意識することで，術後の患者
QOL の維持に努めた。

術前治療計画では，処置方針の立案だけでなく，
転移・再発などの術後の有害事象について考慮し
た。また，顎骨に対する有害事象として，骨片の壊
死があり，顔貌の変形による術後 QOL を著しく低
下させる可能性が考えられた。骨片の壊死脱落が生
じる可能性については事前に耳鼻咽喉科医，患者の

承諾を得ていた。本治療方針については，耳鼻咽喉
科医師がより安全で正確に腫瘍切除を可能すること
を念頭に置き，我々は直視下における術野の確保を
目指した。

Le FortⅠ型骨切り術は，顎矯正手術における上
顎骨骨切りの代表的術式の１つである。その術式と
は，骨鋸を用いて上顎骨を水平に骨切りした後，骨
ノミを用いて鼻中隔と翼突上顎結合部を切離し，前
下方の頭蓋底から上顎骨を分離して可動性を得るも
のである９）。

その適応は，鼻腔深部から上咽頭，下垂体に対す
るアプローチが可能とするという報告もあり様々で
ある１０）。自験例では，腫瘍切除するだけでなく，機
能温存と審美的形態の両方の側面を改善する目的
で，Le FortⅠ型骨切り術を用いたことは，術後の
患者 QOL を維持する観点からも，有益であったと
思われる。

根治的がん治療は，安全域を含め広範囲に外科的
切除することが重要であるが，上顎骨の解剖学的特
徴から十分な安全域を確保することが困難である。
また，他人の目に触れる部位である顔貌の形態変化
を患者自身がどのように受け止めるかという心理学
的な影響への配慮も必要とされる１１）。我々は常に，
いかに安全に，かつ満足すべき結果を得るかを考
え，先人の築き上げた標準術式を踏襲しながら，
日々，器材の改善だけでなく術式の工夫を行う姿勢
が必要と考えられた。

図５：術後所見
口蓋プレートで創の保護をし，創の安定を待ち，義歯作製を行った
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結 語

今回われわれは，局所進行性の鼻腔癌に対して，
Le FortⅠ型骨切り術を行い，良好な結果を得たの
で，その概要を報告した。
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Development of squamous cell carcinoma in the nasal cavity proper（hereafter referred to as nasal cav-
ity cancer）is comparatively rare． Treatment differs by institution，and the definitive method of treat-
ment remains to be determined． The nasal cavity is surrounded by important organs such as the cranial
base，orbital contents and maxillary bone，making it difficult to plan treatment which will provide a com-
plete cure while preserving esthetic form and function． In the present case，at the strong request of the
patient，it was necessary to give maximum consideration to post-operative esthetic form． We not only
completely excised the tumor，but also worked closely with the otorhinolaryngologist in charge in order to
preserve esthetic form and function． An oral surgeon performed a Le Fort type I osteotomy． The in-
side of the nasal cavity was subjected to a bright field，and the otorhinolaryngologist performed en block
tumor excision． Safe and accurate tumor excision was made possible by a team approach with coordina-
tion among departments． Although it will depend on the locus of development of the tumor and its
size，we believe that there are cases in which the Le Fort type I osteotomy is useful when giving consid-
eration to preservation of esthetic form and function in performing surgical excision of nasal cavity can-
cer． （The Shikwa Gakuho，１１２：３０３～３０８，２０１２）
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