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研究成果の概要（和文）：中咽頭癌患者に対する化学放射線療法（CRT）は、治療効果が高い。しかし、有害事象の発
生率が高いと報告されている。本研究は、CRTの治療経過に伴う有害事象とQOLの実態を長期的に調査したものである。
その結果、有害事象は放射線療量20Gyから出現し、それらは治療終了後、9ヶ月を経過しても消失していないことが明
らかになった。治療過程で体重低下の著著しい患者もいた。患者のQOLは、治療後も十分に回復していないことから、
治療後も患者に積極的な介入の必要があることを確認した。

研究成果の概要（英文）：Chemo-radiotherapy (CRT)is highly efficacious in the treatment of oropharyngeal ca
ncer patients, but is accompanied by a high incidence of adverse events. In this study, we followed advers
e events and changes in the QOL status associated with CRT over a long term. The results revealed that adv
erse events occurred at a radiation dose of 20 Gy or higher and they did not disappear even 9 months after
 the CRT completion. The body weight of the patients also decreased substantially.Patients' QOL was found 
not to recover after CRT within the studied period. These findings confirm that active interventions on th
e patients are required even after the CRT completion.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
局所進行頭頸部扁平上がんに対する治療と

して、同時併用化学放射線治療（Concurrent 

Chemoradiotherapy:CCRT）の施行が増えてい

る。これは放射線の単独療法と比較して、根

治切除不能者には局所制御や無再発、生存期

間という治療成績が良好であることが示され、

機能・形態の温存も図られるようになってき

ていることから、局所進行性で非外科的治療

の標準治療は CCRT に移行すると推測される。 

しかし、CCRT は副作用として骨髄毒性や唾

液腺組織の繊維化、脂肪変性に起因する口腔

内乾燥、咽頭・口腔粘膜炎、味覚障害による

経口摂取量の低下などを伴う頻度が高い。こ

れらの有害事象は照射量の増加に伴って出現

すると報告されているが、有害事象の持続期

間や程度は未だ不明確である。治療に伴う経

口摂取量低下や嚥下困難、低栄養の予防策と

して、欧米では治療前に経皮内視鏡的胃瘻造

設術（percutaneous endoscopic gastro 

-stomy:PEG）が推奨されて、日本でも PEG 造

設の実践数が増え有効性の報告がされている。 

 低栄養予防策を実施する際に忘れてはなら

ないのが、患者の「食事は味わって口から食

べたい」との希望である。患者の「食事は楽

しみ。おいしく食べたい」との声を聞きなが

らも、退院後の栄養摂取指導では喉ごしの良

い食品や栄養価の高い補助食品を勧めるに留

まることもある。味覚障害や口腔内乾燥に対

して、患者が食生活に満足感を得ているのか

味覚異常を伴った状態でどのような献立の工

夫をしているのかを把握しきれないまま本人

任せの献立による栄養摂取に頼っている実情

がある。 

 患者は予期せぬ発症に戸惑いながらも厳し

い治療を選択して、長い闘病生活を送る。そ

の過程で患者の栄養だけでなく QOL も低下し

ないよう支援しなけらばならない。これまで

の調査は retrospective に行われたものが多

い。そこで、まずは治療の進行に合わせて調

査することで、その時々の患者の状態に応じ

た介入ができ、検査・調査の結果から、患者

の状態の経時的な推移傾向を検討することで、

栄養（体重）低下、QOL 低下を起こさずに治

療を継続できる支援を提案できると考えた。 
 
２．研究の目的 
 我々は最終的には中咽頭癌に対するCCRTに

よる栄養低下、体重減少と QOL 低下の予防を

目指している。今回は治療経過に伴う有害事

象、栄養状態、QOL について prospective に

長期的な調査を実施して実態を明らかにする

ことを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)対象：中咽頭癌と診断され初回治療で化学

放射線療法を受ける患者を対象に、治療の

進行に合わせて調査を行った。 

(2)調査時期：①治療開始前、②放射線照射量

20Gy、③放射線照射量 40Gy、④治療終了時、

⑤治療終了から 1ヶ月後、⑥治療終了から 3

ヶ月後、⑦治療終了から 6 ヶ月後、⑧治療

終了から 9ヶ月後の 8回であり、1症例の調

査期間は約 11 ヶ月に及んだ。 

(3) 調査内容 

①栄養状態：body mass index（BMI）、体重

の変化「体重減少率（%）＝（CRT 前の体重

－調査時の体重）/CRT 前の体重×100」、血

液データ、栄養摂取状況から判定した。退

院後の食事内容は、本人または家族に食事

記録を持参してもらい、記録をもとに詳細

な聞き取りを行い栄養価の算出を試みた。

また PEG の使用頻度と使用期間から有用性

も検討した。 

②有害事象：口内乾燥、嚥下障害、口腔粘膜炎、

唾液管の炎症、味覚異常を有害事象共通用

語規準（common terminology criteria for 

 adverse events：CTCAE）ver.4 日本語訳

JCOG/JSCO 版を用いて判定した。判定結果を

wilcoxon の符号付き順和検定で治療前と各

調査時期の多重比較を行った。 

③味覚機能：ろ紙ディスクによる味覚定性定

量検査用試薬を用いて「甘味（精製白糖 0.3

～80％）」「塩味（塩化ナトリウム（0.3～

20％））」「酸味（酒石酸 0.02～8％）」「苦

味（塩酸キニーネ 0.001～4％）」の 4 味質

を調査した。味覚の認知は試薬濃度が薄い

ものを感度 1 とし、感度 1～5 で判定した。

数字が小さいほど味覚が敏感であることを

示す。味覚感度は wilcoxon の符号付き順和

検定で治療前と各調査時期の多重比較を行

った。 
④QOL：国際的に信頼性と妥当性が確認されて

いる癌研究治療ヨーロッパ機構の EORTC  

-QLQ 日本語版調査票を用いた。これは核と

なる QLQ C-30（30 項目）と QLQ-H&N35（頭

頸部癌 35 項目）で構成されている。患者の

自身の主観的評価の変化について、下位尺

度を 100 点満点に換算して評価するもであ

り、点数が高いほどQOLが低いことを示す。 



⑤食事への意識：半構成的面接で、療養中の

食事の摂取状況、味の変化と食事への影響、

味の変化に対する対処、栄養と食事につい

て内容分析を行った。 

(4)倫理的配慮：研究代表者の所属施設と各調

査施設の倫理審査委員会の承認を受けて実

施した。対象者へは口頭と文書で研究協力

を依頼して同意書により同意を得た。 

 

４．研究成果 

 2011 年から 2013 年の 3 年間に、兵庫県と

大阪府の 4施設で調査を行った。中咽頭癌と

診断され CRT を施行し、研究協力を得られた

47 名の中から、ここでは転移、再発、途中拒

否等の脱落がなく 2013 年末の時点で 11 ヶ月

の調査を終えた 11 名の分析結果を報告する。 

 

(1)対象者の属性 

 対象者は男性 9名、女性 2名で、年齢は 50

歳から 73 歳で平均年齢は 63.7 歳であった。

化学療法は CDDP 使用が 5名、CDDP＋DOC 使用

が 6名、放射線 1回量は 2Gy を週に 5日照射

し、総量は 66～70Gy であった。PEG は全員が

治療開始前に造設していた。 

 

 (2)栄養状態 

 体重低下率の平均は、20Gy が-2.29%、40Gy

が-4.84%、終了時が-7.95%、1 ヶ月後が-7.83%、

3 ヶ月後が-10.3%、6 ヶ月後が-9.8%、9 ヶ月

後が-7.4%であった（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 体重変化率の推移 

 患者 Cは治療前から食事の経口摂取ができ

ておらず低栄養状態（BMI:15.1）にあったた

め PEG 使用開始が早く、栄養摂取量と体重の

増加が見られた。他の 10 名は、20Gy から体

重低下が出現した。PEG の使用開始は 20～

40Gy であり、治療後 9ヶ月を経過しても経口

と PEG の併用活用をしている患者もいた。 

BMIは 3名が治療9ヶ月を経過しても18.5未

満であり、1 名を除き、治療前の体重まで回

復に至っていなかった。 

 

 (3)有害事象 

 すべての対象者に口内乾燥、嚥下障害、口

腔粘膜炎、唾液管炎症、食欲不振、味覚障害

の出現を認めた。（図 3、図 4）。どの症状も

40Gy から治療終了 1 ヶ月の期間が著しく、9

ヶ月を経過しても症状を認めた。 

 治療前のグレードは、すでに症状が出現し

ていた患者がいたことと、治療前の歯科治療

に伴う症状が影響していたとも考える。 

 

図 2 有害事象のグレード平均値 

 

 事象ごとに治療開始前と調査時期の比較を

行ったところ、口腔内乾燥、嚥下障害、唾液

管炎症は、治療前と治療終了時に有意差があ

った。口腔粘膜炎は治療前と 40Gy、終了時に

有意差があった（図 3～図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

 ボンフェローニの補正実施  ns：not significant 

    図 3 口内乾燥の平均グレード 

  

口腔内乾燥は、患者から「喉が張り付いてし

うようで話がしにくい」「食事は水で流し込ん

でいる」「水筒が手放せない」との声が多く聞

かれた。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

 ボンフェローニの補正実施  ns：not significant 

    図 4 嚥下障害の平均グレード 

 

 ＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

 ボンフェローニの補正実施  ns：not significant 

    図 5 口腔粘膜炎の平均グレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

 ボンフェローニの補正実施  ns：not significant 

    図 6 唾液管炎症の平均グレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

ボンフェローニの補正実施  ns：not significant 

    図 7 食欲不振の平均グレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01 ＊＊＊p＜0.001  

 ボンフェローニの補正実施  ns：not significant 

   図 8 味覚障害の平均グレード 

 

 (4)味覚 

 味覚機能は、ろ紙ディスクによる味覚定性

定量検査用試薬を用い、測定部は舌因神経支

配領域、鼓索神経支配領域、大錐体神経支配

領域での判定を計画していた。しかし、治療

の経過と共に口内痛、開口障害が出現し、対

象者の苦痛の訴えにより大錐体領域と舌因神

経領域での判定が実施できないことがあった。

また鼓索神経領域での判定しか実施できない

こともあったため、鼓索神経領域での結果を

示す（図 9、図 10）。 

 

図 9 味覚の平均感度 

 味覚感度は数値が小さいほど、味覚の認知

ができることを示す。治療前に抜歯を行った

患者は、止血を確認してから検査を実施した

が「痛みで味がわかりにくい」との声もあっ

た。終了後 1ヶ月は全ての味質の認知が良好

であった。これは全症例が PEG を活用し、ま

た経口摂取を再開した時期でもあり、各調査

時期との関連を調べたが（wilcoxon の符号付

き順和検定で治療前と各調査時期の多重比較

を行った）が、有意差を示すものはなかった。 

  

 



 
 

図 10 味質ごとの平均感度 

 味質の回復は、甘みの認知が一番遅かった。

退院後の食事では「甘みを感じず、砂糖を多

用してしまい、家族に驚かれる」との声もあ

った。また、味を感じず「無味」と回答する

患者もいた。退院後の食事記録は、個々に書

き方の詳細が異なり、算出した数値の信頼性

の確認ができず今回は報告に至っていない。 

現在は食事記録を換えて実施中である。 

 

(5)QOL 

 EORTC- QLQ の活用計算式を用いて調査項目

の下位尺度である身体面、役割面、認知面、

心理面、社会面、症状、健康一般の得点を 100

点満点で換算した（図 5）。治療前の平均点は

40.9点（SD2.9）で、照射量40Gyが46.8（SD5.9）、

終了時が 46.7 点（SD3.0）で QOL の低下して

いた。治療終了後 9ヶ月では 42.7 点（SD5.2）

で、治療前の QOL まで回復していないことが

示された。 

 
図 11 QOL 評価の平均点 

 

 (6)食事への思い 

 各調査時に患者に面接を行い、治療や生活

について話す時間を設けた。抽出されたカテ

ゴリーで問題として捉えたのは、「患部の痛

み」「口腔内の乾き」「食事が味気ない」「今後

の不安」であった。入院中は同じ状態の患者

の存在が励みになっていたように思えた。し

かし、退院して日常生活に戻っても、自分だ

けが以前と違うようだと感じ、“美味しく食べ

ることは諦めている”“家族と同じ味付けで

は味がわからない”“水分と一緒でないと食

事が喉を通らない”との苦痛の声が多く聞か

れた。 
 NSTによる栄養指導も実施し、体重が戻らな

い場合はPEGからの栄養摂取を継続してもら

っているため、患者はPEGの有用性は十分に理

解されているが、“人間はさ、口から食べら

れなくなったらお終いだよね”との切実な声

も聞かれた。“病気が治ったのだからと楽し

く食べること、美味しく食べることは諦めて

いる”と話す患者もいた。病気を乗り越えた

からこそ、一時的に失った機能を再獲得（回

復）する支援をしたい。 
 栄養の経口摂取量とQOLについては、栄養摂

取の形態はどのようなものであっても、体重

低下や低栄養にならなければQOLが下がらな

いのか、または「食べる」ことが日常生活に

おける共通の楽しみであることから、経口摂

取ができなければQOLが低下するのかを明ら

かにしたかったが明確な結果に至らなかった。

現在は対象数を増やして再分析中である。 

 今回の調査は 2施設が治療前に PEG を造設

する方針であり、PEG を造設しない 2 施設と

の比較をする予定であったが、レジメンに差

があり明確な結果に至らなかった。 

  

  国内外における CRT による栄養状態の変

化を長期に追跡した研究はまだ多くはない。

それらは栄養状態判定の指標として、生理・

生化学、形態学的データを採用した、身体的

側面からのアプローチがほとんどである。今

回、治療終了後 9ヶ月を経過しても有害事象

が残存し、患者は日常生活に苦慮しているこ

とがわかった。味覚異常が完全に消失するに

は長い時間を要することも確認できた。 
 今後は食生活の充実と生活の満足（QOL の

向上）につながる医療・看護の実践を提案し

実施することを目指したい。まずは味覚障害

のある人が経口摂取しやすいレシピと補食を検

討して介入研究につなげる予定である。 
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