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緒　言
　頭頸部癌に対する放射線治療のうち口腔が照射野に入る
場合，放射線性口腔粘膜炎（以下，粘膜炎）はほぼ必発する．
われわれが以前実施した口腔癌放射線治療患者を対象とし
た前向き研究 1）では，疼痛のため食形態の変更を要する 
グレード 2 の粘膜炎はほぼ全例に出現し，高度の疼痛や経
口摂取不能となるグレード 3 の粘膜炎も 124 例中 35 例

（28.2%）に出現した．粘膜炎がグレード 3 になると，重度
の疼痛や経口摂取ができなくなるため患者の QOL が低下
するだけでなく，放射線治療を中止せざるをえなくなり腫
瘍制御に支障をきたしたり，栄養状態不良による全身の免
疫力低下から腫瘍の転移が促進される懸念が生じるなど，
がんの治療のうえで生命予後低下の可能性などいくつかの
問題を生じる．
　粘膜炎の重症化予防のために，さまざまな方策が試みられ
てきた．NCCN ガイドライン 2）では 2014 年以降頭頸部癌の
放射線治療時の口腔管理について記載されるようになり，

放射線性顎骨壊死，口腔乾燥症，放射線性齲蝕，開口障害
などに対する予防策がいくつか提唱されているが，粘膜炎
に関する記述はない．MASCC/ISOO ガイドライン 3）では，
化学療法や放射線治療時の有害事象対策として多くの提言
や推奨がなされているが，本邦では認可されていない薬剤
を用いた予防策や本邦では普及していない予防策が多い．
口腔癌診療ガイドライン 4），頭頸部癌診療ガイドライン 5）

には，口腔ケアの記載はあるがエビデンスは示されていな
い．これらのように粘膜炎に対する有効な治療法，重症化
予防法は確立していないのが現状である．
　わが国では，1980 年代に粘膜炎に対してステロイド軟膏

（デキサルチン ® 口腔用軟膏やケナログ ® 口腔用軟膏）の 
有効性と安全性に関する報告がなされ，多くの施設で使用
されてきた 6, 7）．しかし，これらの報告はシスプラチン 
併用あるいはセツキシマブ併用放射線治療が行われる以前
の報告であり，主に放射線単独治療時の粘膜炎を対象とし
ている．
　われわれは，以前にデキサルチン ® 口腔用軟膏の有効性
をランダム化比較試験により検討した 1）．5 施設より口腔
癌放射線治療患者 124 例（放射線単独：37 例，抗癌剤併用
放射線治療（CRT）：63 例，分子標的薬併用放射線治療

（BRT）：24 例）を登録し，デキサルチン ® 軟膏を使用す
る介入群と対照群に無作為に割り付けた．グレード 3 粘膜
炎 は 放 射 線 治 療 単 独 群 で は 介 入 に よ り 有 意 に 抑 制

（p = 0.044）できたが，CRT 群では対照群のグレード 3 粘膜
炎発症率 15% に対し介入群 28%，BRT 群では対照群 75%
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に対し介入群 56% と，介入効果は認められなかった（図 1）．
ステロイド外用薬は強度が弱い順に，weak，medium，
strong，very strong，strongest の 5 つのクラスに分類さ
れているが，デキサルチン ® 口腔用軟膏やケナログ ® 口腔
用軟膏は medium クラスのステロイド軟膏である．より強
度の強い strong クラスのステロイド軟膏塗布により CRT
や BRT 時の粘膜炎の重症化が抑制できるかどうか検討す
ることを目的として，われわれは皮膚用ステロイド軟膏で
あるベタメタゾン吉草酸軟膏（リンデロン®-VG 軟膏）を 
用いた第Ⅲ相の臨床研究を予定している．今回はその準備
段階として，少数例を用いた有効性と安全性に関する第Ⅱ
相試験を実施したので，その概要を報告する．

対象と方法
　対象は，口腔・中咽頭癌で CRT または BRT を施行した
9 例である．本研究について説明を行い，同意が得られた
患者について登録した．グレード 1 の粘膜炎が出現した 
時点でリンデロン®VG 軟膏を 1 日 4 回（毎食後と就寝前）
患部に患者自身により適量塗布させた．
　調査項目は年齢，性別，糖尿病の有無，照射直近のヘモ
グロビン値，血清アルブミン値，血清クレアチニン値， 
照射中の白血球数とリンパ球数の最低値，併用薬，総線量，
照射方法（三次元原体照射：3D-CRT/ 強度変調放射線治療：

IMRT），照射時期（根治照射 / 術後照射），スペーサー（あ
り / なし），塩酸ピロカルピン投与（あり / なし），照射開
始時の食事（経口 / 経管），粘膜炎のグレード，口腔カンジ
ダ症発症の有無である．スペーサーは，散乱線による過量
照射を避ける目的で金属冠が装着されている患者では全例
作製している．塩酸ピロカルピンは，口腔乾燥症軽減の 
目的で原則として投与するが，有害事象や患者の希望によ
り非投与の場合もある．粘膜炎のグレードはCTCAE ver.5 8）

に準じて判定しており，高度の疼痛のためオピオイドによ
る疼痛管理が必要になったり，経口摂取ができなくなった
場合をグレード 3 としている．口腔カンジダ症発症は， 
主治医がカンジダ症と診断し抗真菌薬が投与された場合に

「あり」とした．
　今回は，第Ⅲ相試験実施の前の少数例を用いた第Ⅱ相試
験という位置づけのため，統計解析は行わなかった．

結　果
　今回の第Ⅱ相試験の結果を表 1 にまとめた．
　患者の性別は男性 6 例，女性 3 例で，年齢は 49 ～ 77 歳 

（平均 60.9 歳）であった．このうち１例は糖尿病に罹患して
いた．部位は口腔癌 7 例，中咽頭癌 2 例で，前者はすべて
術後照射で 3D-CRT が，中咽頭癌の 2 例は根治照射で
IMRT が施行された．照射前の血清アルブミン値は 4.0 未
満と軽度の低下が 6 例にみられたが，3.0 未満の低下はみら
れなかった．照射直近のヘモグロビン値は 9.0 ～ 10.0 未満
と軽度の低下が 2 例にみられた．照射中の白血球数やリン
パ球数はほとんどの症例で低下しており，白血球数 2,000
未満が 1 例，リンパ球数 500 未満が 4 例にみられた．
　粘膜炎は，グレード 1 が 3 例，グレード 2 が 5 例，グレー
ド 3 が 1 例にみられた．先行研究では，CRT または BRT
例のグレード 3 粘膜炎発症率は 87 例中 30 例（34.5%）であっ
たのに対し，今回の第Ⅱ相試験では 9 例中 1 例（11.1%）で
あった．
　口腔カンジダ症は，CRT で粘膜炎がグレード 3 になった
1 例にみられた．全例で放射線治療は完遂できた．ほか，
リンデロン®-VG 軟膏に起因すると考えられる有害事象の
発生は認められなかった．

図 1　

表 1　リンデロンVG軟膏使用例
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考　察
　放射線治療時の粘膜炎対策として，MASCC/ISOO ガイ
ドライン 3）では，50Gy 未満の放射線単独治療の際にベン
ジダミン含嗽を行うことが高いエビデンスレベルで推奨さ
れた．しかし，緩和照射を除くと照射線量を 50Gy 未満に
とどめることはほとんどなく，ベンジダミン含嗽薬は国内
では承認されていない．また，ドキセピン含嗽薬やオピオ
イドの含嗽薬，亜鉛サプリメントも推奨されているが， 
いずれも国内では保険適応として承認されていない．さら
に，放射線単独治療の際に低出力レーザーの応用も推奨さ
れているが，国内ではあまり普及していない．2016 年に
Moslemi ら 9）は，頭頸部癌の化学療法，放射線治療時の粘
膜炎に対する対処法についてレビューを行ったが，エビデ
ンスが高く，国内で応用できるような方法はないのが現状
である．
　1980 年に上野ら 6），1986 年に手島ら 7）は，放射線治療
時の粘膜炎に対してそれぞれデキサルチン ® 口腔用軟膏や
ケナログ ® 口腔用軟膏の有効性と安全性を報告した．デキ
サルチン ® 口腔用軟膏の添付文書にも放射線治療患者に対
する有効性が記載されている．しかしこれらの報告は現在
の標準治療である高用量シスプラチン併用 CRT や，分子
標的薬であるセツキシマブ併用 BRT が行われる以前の報
告である．放射線単独治療と比較して CRT や BRT におい
ては明らかに粘膜炎が重症化する．われわれが最近報告し
た 5 施設による口腔癌放射線治療患者 124 例のランダム化
比較試験では，グレード 3 粘膜炎の発症率は CRT または
BRT 群では 34.5% であった 1）．しかし，デキサルチン ® 口
腔用軟膏やケナログ ® 口腔用軟膏は，ステロイド外用薬と
しては作用が弱く，放射線単独治療時の粘膜炎に対しては
有効であるが，CRT や BRT 時の粘膜炎に対しては十分な
効果を発揮しないことが明らかとなった．
　ステロイド軟膏の副作用として，漫然と投与すると細菌
感染症や真菌感染症を誘発する可能性があることがあり，
これらの副作用を生じた場合は抗菌薬や抗真菌薬の投与を
併用するか，あるいは軟膏塗布を中止することが薬剤添付
文書に記載されている．口腔カンジダ症を助長するために
放射線治療や化学療法時にはステロイド軟膏を控えるべき
であるという意見を耳にすることがあるが，薬物にはすべ
てリスクとベネフィットがあり，両者を検討したうえで使
用することが望ましい．実施にステロイド軟膏を塗布する
と口腔カンジダ症が発症しやすくなるかについては，これ
まで検討されたことはなかったが，最近われわれは単施設
の後ろ向き検討において，頭頸部癌放射線治療患者 300 例
のうち，口腔カンジダ症は 75 例（25%）に発症したこと， 
口腔カンジダ症発症のリスク因子は白血球数減少と粘膜炎
であり，ステロイド軟膏はリスク因子ではないことを報告
した 10）．さらに，多施設共同後ろ向き研究で口腔・中咽頭
癌 326 例を検討した結果，口腔カンジダ症は 31% に生じた
が，ステロイド軟膏塗布はカンジダ症発症のリスク因子で
はないことを明らかにした 11）．今回の 9 例のうち口腔カン
ジダ症を発症した 1 例は白血球数減少が軽度であったもの
の，リンパ球数は 100/μL と著明に減少し，口腔粘膜炎は
グレード 3 と重症化していた．このように白血球数やリン

パ球数が減少し全身性の免疫が低下し，かつ粘膜炎による
潰瘍形成のため局所の免疫も低下した場合にカンジダ症は
発症しやすいと考えられた．
　これらのように，ステロイド軟膏の局所塗布は放射線治
療時の粘膜炎に対して一定の効果があり，口腔カンジダ症
を助長する可能性も低く，そのほか明らかな有害事象もな
いことから，粘膜炎に対して特別な理由がなければ使用す
るべき対処法であるといえる．しかし，前述のとおり保険
適応のあるデキサルチン ® 口腔用軟膏は，放射線治療単独
の際には有効性はあるものの CRT や BRT 時の粘膜炎を抑
制するだけの作用は乏しいのが現状である．また，ケナロ
グ ® 口腔用軟膏は，現在では製造中止となっている．そこで，
消炎効果がより強力な strong クラスのステロイド軟膏であ
るリンデロン ®VG 軟膏を CRT あるいは BRT 時使用する
ことを考えた．
　リンデロン ®VG 軟膏は，ベタメタゾン吉草酸に抗菌薬で
あるゲンタシンが含有されている皮膚用の軟膏である．常
在菌の多数存在する口腔における粘膜炎では細菌による二
次感染が生じやすいため，ゲンタシン含有の本剤を応用す
ることを検討した．当院では放射線性皮膚炎の際に以前よ
り用いられている薬剤であること 12）や，扁平苔癬など口
腔粘膜の難治性炎症性粘膜疾患に対して適応外であるが，
著者らは臨床でしばしば用いてきたことから，人体そのも
のへの安全性には問題ないと考えられるが，CRT や BRT
時の粘膜炎に対する有効性や安全性は確立していない． 
そこで，2018 年に施行された臨床研究法に従い，特定臨床
研究として，第Ⅲ相の多施設共同ランダム化比較試験を準
備している．本研究は，その前段階である少数例による第
Ⅱ相試験であるが，CRT または BRT 施行患者 9 例に対し
てグレード 1 の粘膜炎が出現した時点で本剤を投与したと
ころ，9 例中 8 例と多くの症例で粘膜炎はグレード 2 まで
にとどまり，口腔カンジダ症の発症も 1 例のみと少なく，
ほかに明らかな副作用も認められなかったことから，第Ⅲ
相試験を実施するという結論に達した．現在，長崎大学臨
床研究審査会に特定臨床研究としての申請を開始しており，
Japan Registry of Clinical Trials（jRCT）公開後に第Ⅲ相試
験を開始すべく準備を行っている．

結　論
　CRT または BRT 時の粘膜炎に対して，ベタメタゾン吉
草酸軟膏（リンデロン®VG 軟膏）の有効性を確認する第Ⅲ
相試験の前段階の第Ⅱ相試験として，9 例の患者に対して
本剤を投与した．その結果，グレード 3 の粘膜炎の発症は
1 例のみであり，口腔カンジダ症の発症も 1 例のみであっ
たことから，第Ⅲ相試験に進むという結論に達した．
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Prevention of severe oral mucositis during chemo-radiotherapy 
in patients with head and neck cancer by betamethasone 

(Rinderon® VG) ointment: Result of a phase II study

Sakiko Soutome1), Yumiko Kawashita1), Saki Hayashida2)

Tomofumi Naruse2), Souichi Yanamoto2), Masahiro Umeda2)
 1) Oral Management Center, Nagasaki University Hospital
 2) Department of Clinical Oral Oncology, Nagasaki University 
     Graduate School of Biomedical Sciences

1-7-1 Sakamoto, Nagasaki, 852-8501, Japan

 Radiation therapy for head and neck cancer often causes severe oral mucositis, but there are few 
effective treatments. As a result of the previous research, Dexaltin® ointment, which is indicated in the 
oral cavity, is effective in preventing severe oral mucositis in radiation alone, but it could not prevent 
severe oral mucositis in radiotherapy with cisplatin (chemo-radiotherapy: CRT) or cetuximab (bio-
radiotherapy: BRT). Therefore, we planned a phase III trial to examine whether it is possible to prevent 
severe oral mucositis during CRT or BRT by applying the stronger Rinderon® VG ointment, although 
there is no indication in the oral cavity. As a phase II trial with a small number of patients, we 
administered Rinderon® VG ointment to 9 patients who underwent CRT or BRT, and examined their 
efficacy and safety. Grade 3 oral mucositis developed in 1 case and oral candidiasis in 1 case but was 
lower than in previous studies. From these things, it was considered appropriate to proceed to the phase 
III study.
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