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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
あるが，進行した状態で初診に訪れる症例は現在で
も未だ多く，それらの予後はステージの進行に伴い
悪くなる。そこで進行口腔扁平上皮癌のうち T４a
症例における臨床的検討を行なったので報告する。
方法：病期，部位，全生存率，治療内容，頸部郭清
術施行群においては病理組織学的リンパ節の転移の
有無およびその個数，節外浸潤の有無を調査した。
結果：T４a症例の５年生存率は全体で６１．６％，手術
療法群７７．５％，放射線療法群１７．７％であった。転移
した頸部リンパ節の個数が３個未満の症例の５年生
存率は８６．４％，３個以上の症例では５年生存率
３８．９％であった。結論：進行口腔癌における治療方
針は，手術療法を主体とした治療群が良好な治療成
績であった。

緒 言

本邦における口腔咽頭がんの死亡者数は年間７１００
人を超え，高齢人口の増加に伴い増加傾向にある１）。
これにより口腔がんを早期に発見する活動が重要視
され，国民に対する啓発の場を広げる活動を各施設
が取り組んでいる２，３）。しかし進行した状態で初診に
訪れる症例は現在でも未だ多く，それらの予後はス
テージの進行に伴い悪くなる。したがって，それら
進行口腔がんの予後の改善およびそのための治療方
針の検討は各施設において重要な課題である。東京
歯科大学口腔がんセンターは，３つの付属病院を有
する東京歯科大学の口腔がん治療における拠点施設
として，各分野の専門医が協力し集学的治療を行っ
ている。その中には，進行症例や全身状態に問題を
持つ症例も数多く受診する。特に進行癌 stageⅢ，
Ⅳ期は受診患者の半数を占め，その生存率の向上は
当センターにおいて重要な課題である。この課題を
解決するために，まず進行口腔扁平上皮癌のうち
T４a症例における臨床的検討を行なったので報告す
る。

対 象

調査期間は東京歯科大学口腔がんセンターが開設
された２００６年７月から２０１４年３月までの約８年間で
ある。その間に当施設を受診し口腔扁平上皮癌と診
断された一次症例は３５２例でこのうち臨床的にT４a
と診断した口腔扁平上皮癌で，根治的治療を施行し
た９９例を対象とした。なおT４aは UICC の分類４）に
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従い隣接組織への浸潤を認めるものとし，舌では外
舌筋，下顎歯肉においては歯槽部を超えた骨髄質へ
浸潤した症例を抽出した。

方 法

上記の９９例について，病期，部位，TNMにおけ
るＮ分類，治療内容，手術内容，全生存率，頸部郭
清術施行群においては病理組織学的リンパ節の転移
の有無およびその個数，節外浸潤の有無をカルテの
記載から調査した。また，それらを全病期について
手術療法群と放射線治療群で生存率を比較した。生
存率の比較には log-rank 検定を使用した。

結 果

１．病期と部位
全一次症例における内訳は男性２１６名（６１．４％），

女性１３６名（３８．６％），男女比＝５：３，年齢は平均
６９．９歳（±１２．７）であった。病期別頻度は図に示す

とおりで，stageⅣAは１２８例（３６．３％）であった（図
１）。部位別では舌が１５９例と最も多かった（図２）。
このうちT４aと診断した症例は９９例（２８．１％）であ
りの内訳は男性７０名，女性２９名，男女比＝７：３，
年齢は平均７１．３歳（±１２．０）であった。部位別頻度は
下顎歯肉３９例（３９％），舌２９例（２９％），上顎歯肉１５例
（１５％），口底８例（８％），頬粘膜６例（６％），口蓋
１例（１％），下唇１例（１％）であった（図３）。この
中で，術前の画像診断における頸部リンパ節転移は
N０ ４４例（４４％），N１ １４例（１４％），N２以上の症
例が４１例（４１％）であった（図４）。また，本症例の中
に遠隔転移はみられなかった。
２．治療
原発巣の治療内訳は，手術を主体としたものが７０

例（７０％），放射線治療を主体としたものが２６例
（２６％），局所を放射線照射した後に，頸部リンパ節
転移に対して手術を施行したものが２例（２％），化
学療法単独が１例（１％）であった（図５）。手術症
例７０例のうち局所切除のみを行なった症例は９例
（１２．６％），切除と同時に頸部郭清術を行った症例は
３８例（５４．３％），切除と頸部郭清術ならびに組織再建
術を施行したものは２３例（３３．０％）であった（図６）。
全一次症例における５年生存率はstage０ １００％，

stageⅠ ８１．７％，stageⅡ ７６．２％，stageⅢ ７３．５％，
stageⅣA ５８．２％，stageⅣB ３４カ月で継続中であっ
た（図７）。一次症例のうち主たる治療方針として手
術療法を選択した群の５年生存率はstage０ １００％，
stage Ⅰ ８７．４％ ， stage Ⅱ ７７．０％ ， stage Ⅲ

図２ 全一次症例における部位別内訳 図３ T４a症例における部位別頻度

図１ 全一次症例における stage 別内訳
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７３．９％，stageⅣA ６９．３％，stageⅣB ３４カ月で継続
中であった（図８）。これは局所切除のみを行った症
例の全生存率が stageⅠ ９１．６％，stageⅡ ８９．７％で
あったのと比較し低いが，観察期間が異なること，
頚部郭清または組織再建術を必要とした症例を含む
ことを反映した結果であった。T４a症例において化
学療法や減量手術などの姑息的治療を除いた症例の
５年生存率は６１．６％であり，これを治療方法別でみ
ると手術療法群７７．５％（平均年齢６８．３歳），放射線療
法群（平均年齢７６．０歳）１７．７％で，P値０．００３６と統計
学的に有意差を認めた（図９）。
初回手術で頸部郭清術を施行した６１例は，画像診

断で頸部リンパ節転移ありと診断された症例が４０
例，画像診断では転移を認めないが臨床所見より転
移を疑ったもの２１例であった。このうち病理組織学

的にリンパ節転移を認めたものは３２例（５２．４％）で，
その５年生存率は６９．４％であった。転移を認めた３２
例での転移リンパ節数は平均２．５６個（１～１９個）で節
外浸潤を認めたものは９例（２８．１％）であった。これ
ら３２例において，転移したリンパ節の個数が３個未
満の症例では５年生存率８６．４％，３個以上の症例で
は５年生存率３８．９％であり，P値０．０１４１で統計学的
に有意差を認めた（図１０）。一方，頸部リンパ節に転
移を認めなかった群の５年生存率は８９．４％であった
（図１１）。

図４ T４a症例における術前の画像診断における転移リン
パ節（N）の内訳

図５ T４a症例における治療内訳

図６ T４a手術症例の内訳

図７ stage 別全一次症例の５年生存率

図８ stage 別手術症例の５年生存率
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考 察

口腔癌一次症例における発生の部位別頻度は，口
腔癌診療ガイドライン５）や各報告１，６－８）により若干の
差があるが，舌の発生頻度が最も高く６０％前後であ
り，ついで１２％前後で下顎歯肉と続いている。当セ
ンターの一次症例全体での割合を見ると他の報告
と同様に舌が最も多かったが，他の施設と比較し
４５．２％と低い値であった。それに対して下顎歯肉は
２６．１％と高い値を示した。その理由として当セン
ターは歯科大学付属病院で，歯科医院や他院口腔外
科からの紹介患者が多いことから歯科医師によって
発見されやすい歯肉癌の受診者が多い傾向にあるこ
とが考えられる。その中でT４a症例においては，
下顎歯肉癌が３９％と最も頻度が高く，舌癌の頻度を
上回っていた。下顎歯肉におけるT４aの診断は，
UICCの TNM分類４），口腔癌診療ガイドライン５）に
おいて歯槽骨を超えた骨髄質に達したものとされて
おり，外舌筋浸潤をT４aと診断する舌癌と比較し
解剖学的にT４aの診断がつきやすいことに起因し
ていることも一つの要因ではないかと考えられた。
当センターはNCCN（National Comprehensive

Cancer Network）ガイドライン９）に準じた標準治療

を行っている。当施設は治療の選択において，放射
線治療部をはじめとする関連各科の協力があり，集
学的な治療を十分に行えるのが特徴である。近年，
放射線併用化学療法は，進行口腔癌，特に頸部リン
パ節に転移を認める症例においては，導入化学放射
線併用療法（ICRT：Induction Chemoradio therapy）
として術前の施行が有用であるとされている１０）。し
かし放射線化学併用療法は進行口腔癌における標準
治療として十分な根拠がないため１１，１２），根治を目的
とした場合，治療の中心は手術療法となっている。
当センターでは頸部リンパ節転移の診断は，造影
CTお よ び FDG-PET（Fluorodeoxyglucose F-１８
PET）を用いて行っているが，そこで頸部リンパ節
に転移を認めないと診断された場合であっても，病
悩期間や腫瘍の浸潤の厚みなど臨床的条件を鑑みて
頸部郭清を行う必要があると判断すれば積極的に
行っている。特にT４aと診断した際の手術療法
は，術後の機能障害を十分に考慮し再建術を組み合
わせることで重要な治療戦略になると考える。今回
の検討においても，多くのT４a症例で頸部郭清
術，組織再建術を施行していた。
各病期における５年生存率は，高齢者や全身疾患

を有した患者が多く受診する当センターの特徴か

図９ 全T４a症例の５年生存率，T４a症例の治療法別５年生存率（手術療法 vs放射線療法）

図１０ T４a症例における頸部リンパ節転移を認
めた症例の転移リンパ節の個数と予後

図１１ T４a症例の術後頸部リンパ節転移 pNの
有無と予後
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ら，他病死の患者が多く，それが生存率の低下につ
ながっていると考えられる。全病期における手術療
法群と放射線療法群の５年生存率の差は，手術療法
群の方が０．４～１１．１％と高い結果で，進行口腔癌に
おける手術療法の根治性を裏付ける結果であった。
このstageⅣA期はT４aだけでなく，T１～３のリン
パ節転移進展症例を含んでいるためT４a症例と比
較した際の５年生存率とは若干の差があり，根治症
例全体ではⅣA期が５８．２％でT４a群が６１．６％，手
術症例 に お い て はⅣA期 が６９．３％でT４a群 が
７７．５％と生存率は高い結果であった。これは原発腫
瘍の大きさよりも頸部リンパ節転移が生命予後に大
きく関与していることを示唆する結果であった。
T４a群における５年生存率は，手術療法群７７．５

％，放射線療法群１７．７％であり，P値が０．００３６と明
らかな有意差を認めるものであった。この結果から
も手術を行う上で全身的なリスクを回避できれば，
進行口腔癌に対しては手術療法を選択すべきである
と考えられた。本検討において放射線療法の選択理
由の一つとして，手術療法群の平均年齢が６８．３歳，
放射線療法群の平均年齢が７６．０歳であり，加齢によ
る嚥下機能の低下や手術によるADLの低下等を考
慮し手術療法を選択しなかったことが治療方針決定
の際の一因になっていた。今後は各症例における既
往歴や Performance Status などの項目も含めた詳
細な調査が必要と考えられた。
T４a症例における頸部リンパ節転移と予後の関係

においては，切除検体で転移を認めた群の５年生存
率は６９．４％であり，転移を認めなかった群の５年生
存率８９．４％と比較し低い値であった。P値は０．１６９
であり，各群の症例数が少ないことにより統計学的
には有意差を示さなかったため，症例数の蓄積によ
り様々な検討が必要であることが分かった。また，
病理組織学的に頸部リンパ節転移を認めた症例にお
いて，節外浸潤を認めた症例は９例と少なかったた
め，今回は検討の対象にならず今後の課題と考え
る。一方，転移リンパ節の個数と予後との関係を調
査した結果は，転移リンパ節３個未満の群で５年生
存率８６．４％，３個以上の群で５年生存率３８．９％，P
値０．０１４１と明らかな有意差を認めた。頸部リンパ節
転移数が予後に大きく関係する因子であることが示
唆され，それを指標にした術後の後療法の検討が重

要であると考えられた。
現在NCCNガイドラインでは９），再発，転移高リ

スク群には積極的な後療法が推奨されている。これ
は術後化学放射線併用療法が，局所進行頭頸部癌の
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
へ寄与する１３，１４）という根拠に基づいている。当セン
ターにおいては，このガイドラインと過去の診療経
験を踏まえ，術後転移リンパ節が２個以上または１
つであっても節外浸潤を認めた症例に対しては可及
的に術後化学放射線併用療法を施行してきたが，本
調査結果からも後療法の方針を継続する所存であ
る。

結 論

当センターでのT４a群における５年生存率は，
手術療法群７７．５％，放射線療法群１７．７％であり，進
行口腔癌における治療方針は，手術療法を主体とし
た治療群が良好な治療成績であった。一方，他病死
例も多く，高齢社会が進む本邦において，根治性の
高い治療が完遂できるよう，全身状態の評価と周術
期管理をしていくことが重要であると再認識した。
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Clinical consideration : Cases of T４a oral cancer at the Oral Cancer Center
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Objective : Owing to the increasing number of elderly people in Japan，the number of deaths from
oropharyngeal cancer may also increase． In Japan，the methods for early detection of oral cancer，
including oral examination for cancer，are becoming more prevalent． However，in many patients，the
cancer is in the advanced stages at the time of initial examination ; therefore，the later stage during
presentation，the worse their prognosis． This study states the clinical consideration of T４a cases in
patients with advanced oral squamous cell carcinoma．
Method : In this study，the cancer stage，location，overall survival rates，treatment regimen，and

the histopathological results of patients who underwent neck dissection for detection of lymph node
metastasis were examined． We tried to determine the number of patients affected and examined
invasion beyond the lymph nodes．
Results : ５-year Overall survival rate for T４a patients was ６１．６％． In patients undergoing surgery

and those receiving radiotherapy，the survival rates were７７．５％ and１７．７％，respectively． The ５-year
survival rate for patients with ＜３ metastasized lymph nodes was ８６．４％，while for those with ＿＞３
metastasized lymph nodes，the rate was３８．９％．
Conclusion : The results of this study indicate that for advanced oral cancer，surgery is the preferred

treatment modality． （The Shikwa Gakuho，１１５：２３０－２３６，２０１５）
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