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抄録：目的：本邦における口腔咽頭がんの死亡者は
高齢者人口の増加にともないその患者増加が予測さ
れる。口腔がん検診事業をはじめとする，口腔がん
を早期に発見する活動は本邦においても広まりつつ
ある。そこで今回東京歯科大学口腔がんセンターに
おける早期口腔癌 stageⅠ，Ⅱ症例における臨床的
検討を行なった。方法：病期，亜部位，累積生存
率，頸部後発リンパ節転移の有無と時期，局所再発
の有無，補助化学療法の有無，遠隔転移の有無を調
査した。頸部後発リンパ節転移群では浸潤様式およ
びリンパ管，脈管侵襲を，死亡症例については死
因を調査した。結果：局所切除をおこなった１０９例
の累積生存率は stageⅠ９１．９％，stageⅡ８９．７％で
あった。結論：当センターでの口腔癌 stageⅠ，Ⅱ
の一次症例において，手術を選択した症例の腫瘍制

御は９８．２％と良好な治療成績であった。頸部の後発
リンパ節転移，局所再発をきたした症例も厳密な経
過観察により早期に察知，治療することで制御され
た。

緒 言

本邦における口腔咽頭がんの死亡者は，年間７１００
人を超え２０年前の約２．７倍となり，今後も高齢者人
口の増加にともないその患者増加が予測される１）。
したがって，口腔がん検診事業をはじめとする，口
腔がんを早期に発見する活動２，３）は，上記の理由が認
識され広まりつつある。これら検診の目的は，直視
直達可能な口腔がんを早期に発見し，死亡率を低下
させることにある。早期であれば口腔がんの５年生
存率は９０％以上４）で，他の部位のがんと比べると良
好である。

東京歯科大学口腔がんセンターは，２００６年７月の
開設時より，３つの付属病院を有する東京歯科大学
全体の口腔がん治療における拠点施設として，集学
的治療を目的に各分野の専門医が診療にあたり，そ
の治療成績と QOL の向上に努めている。そこで今
回，当センターで加療した早期口腔癌 stageⅠ，Ⅱ
症例における臨床的検討を行なったのでその詳細を
報告する。

対 象

２００６年７月の東京歯科大学口腔がんセンター開設
から２０１３年３月までの約７年間に加療した口腔扁平
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上皮癌一次症例は３０７例である。原発部位別では，
舌１１６例（３８％），下顎歯肉６８例（２２％），上顎歯肉３１
例（１０％），口底２８例（９％），その他（２１％）を主訴と
した（図１）。このうち主な治療方法として手術を選
択した stageⅠ，Ⅱ症例を対象とした。

方 法

上記の対象について，病期，亜部位，累積生存
率，頸部後発リンパ節転移の有無と時期，局所再発
の有無，補助化学療法の有無，遠隔転移の有無をカ
ルテより調査した。頸部後発リンパ節転移群では病
理組織学的所見として浸潤様式およびリンパ管，脈
管侵襲を，死亡症例については死因を調査した。

結 果

１）病期ならびに部位
全一次症例における病期別頻度は，stageⅠ４３例

（１４％），stageⅡ９８例（３２％），stageⅢ４９例（１６％），
stageⅣ１１７例（３８％）であった（図２）。このうち，主
たる治療内容として，手術療法を選択した症例は
stageⅠ３５例，stageⅡ７９例の計１１４例で，男性６９例

（６０％），女性４５例（４０％），平均年齢６７．０（±１４）歳で
あった。この１１４例における術後の予後および頸部
後発リンパ節転移に関して検討する目的で，局所切
除のみを行った症例を対象としたため，予防的頸部
郭清術を同時に施行した５例は本検討では除外し
た。初回の手術において，局所切除のみを行なった
症例は，stageⅠ３５例（８３．７％：一次症例４３例中），
stageⅡ７４例（７５．５％：一次症例９８例中）の計１０９例
であり，部位別内訳は，舌６３例（５７．８％），下顎歯肉
２１例（１９．２％），上顎歯肉１２例（１１．０％），以下口底５

例，頬粘膜５例，口蓋１例，および口唇２例であっ
た。
２）治療結果

局所切除をおこなった１０９例の累積生存率はstage
Ⅰ９１．９％，stageⅡ８９．７％（Kaplan-Meier 法）（図３）
であった。このうち術後頸部後発リンパ節転移を
きたした症例は全体で２７例（２４．５％），stageⅠ ７例

（２０％），stageⅡ２０例（２７．０％）であった。転移をき
たした症例部位別の内訳は，舌１７例（６３．０％），下顎
歯肉６例（２２．２％）上顎歯肉４例（１４．８％）であった。
これに対する対応の内訳は，頸部郭清術＋化学放射
線併用療法１９例（７０．３％），頸部郭清術のみ３例

（１１．１％）で，手術拒否や全身状態不良により化学放
射線併用療法を選択したものが３例（１１．１％），放射
線療法単独は１例（３．７％），転院１例（３．７％）であっ
た（図４）。局所に再発をきたしたものは stageⅠで
１例（２．９％／３５例），stageⅡで４例（５．４％／７４例）で
あり，３例に対し手術療法が，２例に対し化学放射
線併用療法が適応されていた。

一次治療を終了し，術後病理検体による浸潤範
囲，浸潤様式などの病理像から得られる情報などか
ら，経過観察中に再発，転移のリスクを考慮した結
果，何らかの補助化学療法を施行したものは１０９例

図１ 全一次症例における原発部位の内訳 図３ 局所切除症例における累積生存率（Kaplan-Meier 法）

図２ 全一次症例における病期の内訳
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中４８例（４３．６％）で stageⅠ１６例（４２．１％），stageⅡ
３２例（４４．４％）であった。補助化学療法を行った４８例
のうち，頸部後発リンパ節転移をきたしたものは１２
例（２５．０％）で，補助化学療法を選択しなかった症例
の割合（２４．６％：６１例中１５例）とほぼ同等であった

（図５）。補助化学療法選択群の頸部後発リンパ節転
移の時期は平均３６３日で，非選択群の２８４日と比較し
平均約８０日遅延していた。早期癌であるにも関わら
ず遠隔転移をきたした症例は stageⅡの２例で，２
例とも補助化学療法を施行していた。

頸部リンパ節転移をきたした２７例における病理所
見では，INF-α ３例（１１．１％），INF-β１７例（６３．０％），
INF-γ は６例（２２．２％）記載なしが１例であった。リ
ンパ管および脈管侵襲がみられたものは，それぞれ
７例（２５．９％），１例／２７例（３．７％）であった。腫瘍切
除１０９例における死亡症例は１０例（９．１％）であり，内

訳は腫瘍死２例（１．８％），他病死８例（７．３％）であっ
た。

考 察

上記の結果を踏まえ各項目について検討すると，
部位別頻度では，施設や地域ごとに若干の差があ
り，口腔癌診療ガイドラインや他の報告５－８）では舌
の発生頻度が６０．０％であり次いで下顎歯肉１１．７％と
続いている。当施設における一次症例全体でも最も
頻度が高いのは舌であったが，その割合は３８％にと
どまり下顎歯肉が２２％と他施設より高い頻度であっ
た。

年齢においては一般に６０歳代で最も頻度が高いと
の報告８）が多いが，当施設においても同様の結果で
あった。超高齢社会を迎えた本邦においては，ます
ますの罹患患者年齢の上昇が予想されるとともに，

図４ 頸部後発リンパ節転移に対する治療の内訳

図５ 補助化学療法（Adjuvant Chemotherapy：AC）を施行した症例の内訳

歯科学報 Vol．１１５，No．２（２０１５） １１９

― ２７ ―



既往や Performance Status の低下による手術困難
例の増加も危惧される。早期口腔癌では局所切除の
手術侵襲は比較的低いが，高齢者においては入院に
よる環境の変化がおよぼす影響も大きく，せん妄や
不穏，廃用症候群等への対応も必要である。また，
局所切除であっても術後の摂食嚥下機能の低下によ
る栄養管理の困難さ，リハビリテーションに対する
適応能力の個人差も手術を含めた治療計画に関わっ
てくる。退院後の環境背景を含め，患者を取り巻く
全般的な要因を考慮し治療方針の決定をする必要が
ある。

局所切除症例の累積生存率は stageⅠ９１．６％，
stageⅡ８９．７％であり，他施設の９０．０％との報告に
近似し良好な治療成績であった４，９）。早期癌であれば
適切な治療で十分に腫瘍の制御が可能であり，手術
を中心とした当センターの治療方針が，生存率向上
に寄与できていることが示唆された。局所再発は５
例と症例数が少ないため検討の対象とならなかっ
た。頸部後発リンパ節転移をきたした症例において
は，補助化学療法選択群と，非選択群の間に転移率
の有意な差は無かった。本検討では２４．５％に頸部後
発リンパ節転移を認めており，本邦における他の施
設での舌扁平上皮癌 stageⅠ，Ⅱにおける頸部後発
転移率２０．８～３０．９％１０－１２）と同程度であった。

頸部後発リンパ節転移に関わる因子として，浸潤
様式，リンパ管侵襲，脈管侵襲などが指摘されてお
り，様々な検討がなされている。浸潤様式では本邦
で多用されている山本－小浜の分類（以下 YK 分類）
があり１３），このうちの YK-４C，YK-４D は腫瘍胞
巣が散在し浸潤性が高いといわれ，局所切除症例に
おける YK-４症例は，頸部後発リンパ節転移が４０％
以上で高頻度である１２）と報告がある。当院では口腔
癌について，消化器がんの浸潤様式である INF に
基づき診断しているが，今回検討した stageⅠ，Ⅱ
において YK-４C，YK-４D に相当する INF-γ は６
例（２２％）であり少ない結果であった。リンパ管およ
び脈管侵襲がみられたものは，頸部後発転移を来し
た症例の２７例中，７例（２５．９％），１例（３．７％）であ
り，山川らの報告１２）にあるリンパ管侵襲４４．４％，脈
管侵襲４０．０％より低く，本検討では頸部後発転移を
予測する因子として信頼に乏しいと考えられた。現
在では，頸部後発リンパ節転移を高精度に予想する

バイオマーカー１４－１６）の臨床試験が進められており，
今後それらの臨床応用が期待される。

腫瘍が制御された症例は，９８．２％で他の施設と同
様に良好な治療成績であった。これは頸部後発リン
パ節転移を来した場合においても，早期にそれを察
知し適切な対応を行うことにより腫瘍制御は十分に
可能であることが示唆された。そのため当センター
では，プロトコールを作成し経過観察と合わせ定期
的な画像検査を行い，術後１年以内では月に１度の
CT 検査を行うなどの検査時期を定め，小さい病変
も見逃さないための厳密な経過観察を心がけてい
る。予防的頸部郭清術の是非については種々の議論
があり，統一した見解は得られていない１，１７）。本検
討は早期癌を対象とし予防的頸部郭清症例は５例で
あったため検討から除外したが，当センターでは
原則的に予防的頸部郭清を行っていない。lateT２
以上の口腔癌では頸部転移死が高率であるとの報
告１８，１９）や，本検討においても後発転移のうち６割が
舌であったことを考慮し，今後も予防的頸部郭清に
関して慎重に検討していく必要がある。なお，予防
的頸部郭清を施行した５例は，切除に伴う機能低下
とそれによる QOL の低下を考慮し，組織再建を目
的とした頸部郭清を行った症例を含んでいた。

過去の報告において，根治術後の術後補助化学療
法および術後化学放射線併用療法は，遠隔転移率
を低下させるが生存率の改善には関与しない２０，２１）と
されている。しかし局所進行頭頸部癌（口腔癌２０～
２８％）の根治術後の再発高リスク症例における原発
巣，頸部制御の向上，全生存率，無病生存率，無再
発生存率への寄与が認められている。今回の検討で
はこれと同様に，頸部後発リンパ節転移群の転移時
期は術後補助化学療法選択群が平均３６３日，非選択
群が平均２８４日であり，選択群の方が約８０日遅かっ
た。しかし腫瘍制御との関連性は認められなかっ
た。当センターは，NCCN（National Comprehensive
Cancer Network）ガイドライン２２）に準じて根拠に基
づいた標準治療を提供している。補助化学療法の有
効性に関して根拠となりうる研究はまだないが，腫
瘍切除後の病理組織情報や，臨床経過，画像診断な
ど種々の検査で，再発，転移の高リスク群１３，２３）と判
断した症例に対しては，補助化学療法，術後化学放
射線併用療法を患者に提示し，患者の同意が得られ
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た場合にそれらを行っている。
腫瘍非制御の２症例においては，遠隔転移が非制

御であり不幸な転機をきたした。遠隔転移に対する
治療方針は化学療法が選択されるが，口腔癌の遠隔
転移症例に有効な化学療法の報告はない。そのた
め，科学的根拠に基づいた口腔扁平上皮癌の化学療
法プロトコールの確立が望まれている。本邦におい
ても当センターを含めた多施設共同での臨床研究が
進行している。ときに病期とは別に病理組織学的に
高悪性度の存在が認められ，十分な治療を施行して
いるにも関わらず制御に苦慮する。これら高悪性度
腫瘍に対しては，他の症例より厳密な経過観察と，
積極的な治療が必要と考える。

結 論

当センターでの口腔癌 stageⅠ，Ⅱの一次症例に
おいて，手術を選択した症例の腫瘍制御は９８．２％と
良好な治療成績であった。頸部の後発リンパ節転
移，局所再発をきたした症例も厳密な経過観察によ
り早期に察知，治療することで制御された。
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A clinical investigation of prognosis and secondary cervical lymph node metastasis
in stage I and II oral cancer cases at the Tokyo Dental College Oral Cancer Center
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Objective：The number of patients dying of oropharyngeal cancer in Japan is expected to rise with an
increase in the elderly population． Oral cancer screening projects have been initiated in Japan，and
activities aimed at detecting oral cancer early are spreading． This study is a clinical investigation of
stage I and II oral cancer cases at the Tokyo Dental College Oral Cancer Center． Methods：We sur-
veyed the stage，subsite，cumulative survival rate，presence and extent of secondary cervical lymph
node metastasis，presence of local recurrence，use of adjuvant chemotherapy，and presence of distal me-
tastasis． In cases showing secondary cervical lymph node metastasis，we examined the mode of inva-
sion and the presence of lymphatic or vascular invasion． In cases where death occurred，the cause was
investigated． Results：The cumulative survival rates among the１０９patients who underwent local resec-
tion were ９１．９％ for stage I and ８９．７％ for stage II cancer． Conclusion：Our center obtained good re-
sults with surgery in cases of primary stage I and II oral cancer，with ９８．２％ tumor suppression． In
cases showing secondary cervical lymph node metastasis or local recurrence，tumor suppression was also
possible through close observation and early discovery and treatment．

（The Shikwa Gakuho，１１５：１１７－１２２，２０１５）

１２２ 鈴木，他：東歯大口腔がんセンター早期口腔癌の予後
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