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臨床報告

一貫した摂食嚥下の介入を行った口腔・食道重複癌症例の１例

井口達也１） 鈴木大貴２）３） 萩尾美樹４） 山内智博５）

石田 瞭１） 野村武史２） 髙野伸夫６）

抄録：東京歯科大学口腔がんセンターでは，術後に
摂食嚥下機能障害が予想される症例に対して摂食嚥
下チームが術前より介入し，①呼吸訓練，②手術担
当医との術式の検討，③顎補綴医と協力した摂食嚥
下補助床の作成，④術後早期の嚥下訓練などを行っ
ている。今回，下顎歯肉癌と胃癌の重複癌症例を経
験し，適宜嚥下評価を行いながら継続的に摂食嚥下
機能訓練を行い，比較的早期に社会復帰できた症例
を報告する。口腔がん術後の嚥下障害を伴った症例
であれば，食形態の制限も生じ，さらに胃切除後
は，摂取量の制限やダンピングなどのリスクを考慮
する必要がある。重複癌症例では，術後の嚥下障害
リスクも高く，本症例に施行したような一貫した積
極的なリハビリテーションが望まれる。

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，今後も高齢者人口の増加に伴いその患者
数も増加すると予測される１，２）。また，口腔がんを含
めたがん治療全般において，外科療法の他，種々の
放射線治療３）や分子標的薬４）の発展に伴いがん治療成
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績の向上が期待される。これら平均寿命の延伸及び
医療技術の向上を背景とし，口腔癌に重複した多臓
器癌の報告も増加傾向にある５）。過去の報告におい
て口腔癌における重複癌には，同時性，異時性を含
め食道癌が最も多く６－８），ついで肺癌であり，発生
頻度として１１．０～１６．２％となっている９）。重複癌を
有する口腔癌患者の治療においては，治療方針を立
てる際に，重複癌の発生部位や進行度，年齢，Per-
formance Status，患者や家族の社会的背景などを
考慮に入れ，他科の治療医と共に十分なカンファレ
ンスを行い，治療時期の優先度合いを考慮しつつ，
慎重に治療方針を決定する必要がある。また，食
道・胃に代表される消化器系に生じる重複癌におい
ては，従来の口腔癌単独の罹患と比較し，術後の嚥
下・通過障害および逆流が原因で症状・後遺症の重
篤化もしくは治療の長期化が予想されるため，術後
のリハビリテーションにおいても十分な方策を練る
必要がある。
東京歯科大学口腔がんセンターでは，口腔癌患者

において術前より摂食嚥下チームが積極的に介入し
ているが，これら重複癌症例に対しても同様に一貫
した周術期の嚥下機能評価および嚥下機能訓練等を
行っている。今回，われわれは下顎歯肉癌と胃癌の
重複癌症例を経験し，摂食嚥下に関する積極的なリ
ハビリテーションの介入を行ったのでその概要を報
告する。

症 例

患者は７１歳男性，左下の義歯が合わないことを主
訴に２０XX年５月に東京歯科大学市川総合病院歯科・
口腔外科を受診した。家族歴および既往歴に特記す
べき事項はない。Brinkman index（１日の喫煙本数
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図１ 歯科・口腔外科受診時口腔内写真

×喫煙年数）は，４００であった。半年前より下顎左側
臼歯部歯肉に疼痛を自覚していたが放置し，下顎左
側第２大臼歯の自然脱落を認めたという。その後同
部の疼痛が増大した為，近医歯科を受診し，隣在歯
である下顎左側第１大臼歯の抜歯術が施行された。
その後，欠損部に部分床義歯を装着するも疼痛を繰
り返した為，当院受診となった。
初診時の口腔内所見として，下顎左側臼歯部歯

槽堤から頬粘膜におよぶ３２ ×２２mm大の易出血性の
潰瘍性病変を認め，病変周囲は硬結を触知した（図
１）。またその周囲粘膜には白斑を認めた。パノラ
マＸ線写真では，下顎左側臼歯部から大臼歯部にか
けて粗造な骨吸収像を認めた（図２）。造影 CTにお
いて，下顎左側臼歯部歯肉を中心とした最大横断径
２０mm大の腫瘍性病変を認めた（図３）。また，下顎

骨体部においては，圧迫性骨吸収を認めていた（図
４）が，下顎管への直接進展は認めなかった。頸部
リンパ節は，左レベルⅠa，Ⅰb，Ⅱ領域にリンパ節
に腫大を認め，転移の可能性が示唆された（図５）。
造影 MRI においても，下顎左側部に腫瘍性病変を
認め，正中側では，舌側皮質骨を越えて，一部は
茎突舌骨筋，舌骨舌筋の筋層への浸潤も認めた（図
６）。その後組織診により，扁平上皮癌との報告で
あった。画像および病理検査から下顎歯肉癌（T３N
２bM０，StageⅣa）と診断した。
また当センターにおいては，口腔癌患者に対する

重複癌のリスクを考慮し，上部および下部消化管内
視鏡検査を全例で行い，全身検索を行っている。
本症例においては，PET-CTにて胃幽門部に著明
な FDG集積を認めた。当院外科にて上部消化管内
視鏡検査を施行したところ胃癌（T３N０M０ type
Stage ⅡA）との診断であった。このため，当院外
科と併診し，外科主治医と当センター主治医にて協
議をしたところ，病期進行程度を考慮し，より進行
病変と考えられた口腔癌の治療を先行して行うこと
となった。
治療方針の決定と同時に手術に先立ち摂食嚥下

チームが介入し，術前より嚥下内視鏡検査（videoen-
doscopic examination of swallowing 以下，VE）を
施行し，現在の嚥下状態について把握し，異常所見
は認めなかった。入院時患部に疼痛を認めていたた
め，食形態を軟菜食とした。
同年６月末，全身麻酔下に気管切開術，左側肩甲

図２ 初診時パノラマＸ線画像
下顎左側臼歯部から大臼歯部にかけて粗造な骨吸収像（矢印）
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図３ 初診時造影 CT画像
下顎左側臼歯部歯肉を中心とした最大横断

径２０mm大の腫瘍性病変（矢印）

図４ 初診時造影 CT画像
下顎骨体部において圧迫性骨吸収を認める（矢印）

図５ 初診時造影 CT画像
左レベルⅠb領域にリンパ節腫大を認める

（矢印）

図６ 初診時造影 MRI 画像
下顎左側部に腫瘍性病変を認め，舌側皮質

骨を越えて一部は茎突舌骨筋，舌骨舌筋の筋
層への浸潤を認める（矢印）

舌骨筋上頸部郭清術，左側切歯部から下顎枝までの
区域切除術および，前腕遊離皮弁を用いた再建術を
施行した。第８病日には VEを施行した。結果とし
て，嚥下咽頭期中の咽頭収縮重度不良があるため
に，ホワイトアウトは不完全であった。また，披裂
部の浮腫が著明であり，分泌物の貯留および喉頭侵
入（図７）が認められたため，呼吸訓練による間接訓
練から開始した。訓練とともに適宜 VEを行い，咽
頭部の評価をするとともに気管カニューレの交換

を行った。全身状態の落ち着いた時期から口腔ケ
ア１０），アイスマッサージ，effortful breath hold１１）， 

supraglottic swallow１２）を行った。頸部郭清術後の機
能障害として喉頭挙上の機能障害を認めていたた
め，neck and shoulder exercise および Shaker 訓
練を追加しすべてのリハビリを３０分／日，５回／週を
目安に施行した。術後第１６病日に行った VE評価に
おいて分泌物の貯留および咽頭部浮腫の改善が認め
られたため，ブレンダー食を用いて直接訓練を開始
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図７ VE所見（第８病日）
咽頭部に分泌物の貯留が観察される

した。このときは，複数回嚥下ならびに頭部屈曲位
を中心とした食事摂取方法を指導した。この間，経
鼻経管栄養と併用をしながら経口摂取を段階的に行
い，第２１病日に経鼻経管チューブを抜去し，完全経
口摂取となった。その後は，摂取状況に応じて食形
態の変更を適宜行い，第３２病日に口腔がんセンター
退院となった。退院時の食形態としては，ブレン
ダー主食とし，数品５分菜きざみ食であった。
退院後２週間後に胃癌（T３N０M０ type Stage

ⅡA）に対し，当院外科に入院し，幽門側胃切除術
ならびに空腸瘻造設術を同日に施行した。外科へ入
院後も摂食嚥下チームが引き続き嚥下機能評価を
行ったほか，継続してリハビリテーション介入を
行った。胃切除後第１０病日には VEを施行し，喉頭
内侵入を認めなかったためゼリーを用いた直接訓
練を開始した。さらに repetitive saliva swallowing 

test（RSST）を行った結果３回／３０秒であったが，喉
頭挙上不全が認められたため，直接訓練だけでなく
間接訓練として再度を追加して行った。第１４病日に
施行した VFでは，誤嚥は生じていなかったが，咽
頭部の食塊残留を認めたため，顎を引いてもらう頭
部屈曲位による摂取方法を指導した。
また，摂食嚥下リハビリテーションの一環として

食事摂取指導では，胃切除後は口腔がん術後と比較
し早期に腹部膨満感が出現することや，ダンピング
が特徴であるためこれらを考慮し，１日６回食と
し，さらに日中に満腹感となり食欲が低下するのを

防ぐため，空腸瘻による栄養投与を就寝時に変更
し，第２１病日に軽快退院となった。現在，当科初診
より半年を経過したが，腫瘍の再発・転移を認め
ず，術後経過は良好で，常食も摂取可能となり，経
管栄養としての空腸瘻は使用する必要はなくなった
（表１）。

考 察

近年，口腔癌治療成績の向上，患者の高齢化，口
腔がん検診の普及活動が認知され始めたことによ
る，がんの早期発見などがきっかけとなり，重複癌
症例の報告が多くなってきている。特に口腔と上部
消化管は，同一発癌環境にあるため，いくつかの領
域にまたがって広く発癌する現象（field canceriza-
tion）も近年報告されている１３）。また，口腔粘膜は食
道粘膜，胃粘膜と同様の環境にさらされており，物
理的および化学的刺激因子の類似が，口腔癌患者に
上部消化管癌が重複する要因であると考えられてい
る１４－１６）。発がんの最大のリスクファクターは加齢で
あるとの報告もあり，超高齢社会を迎えた本邦にお
いて，口腔癌治療に際し重複癌のリスクも十分に考
慮した治療または精査の重要性が増してくると考え
る。加えて，本症例においては口腔癌の発見を期に
進行胃癌の発見に至ったが，他臓器における周術期
口腔機能管理が保険収載され，その責務を担う歯科
医師は，他臓器癌の口腔機能管理を契機に，口腔癌
のスクリーニングを十分に行うスキルが求められて
いると考える。
一方，術後の機能障害において，口腔癌手術後の

摂食嚥下障害の程度は，切除部位と切除範囲によっ
て異なるとされている。つまり，切除範囲が広く
なるほど術後の機能障害も強くなるとの報告があ
る１７）。また近年，口腔癌患者に対する再建方法と術
後の嚥下機能との関連性や，術前と術後の嚥下機能
の比較などが報告されるようになってきている。そ
の中で今回の症例のように重複癌の場合では，次に
控える手術を考慮し，速やかに適切な摂食嚥下評価
ならびにリハビリテーションプログラムを選択しな
ければならない。口腔癌術後は，手術で切除されな
かった残存組織の動きが術後の嚥下機能に大きく影
響するため，手術による瘢痕拘縮で残存部分の運動
が障害されることを避けるためにも，早期に機能訓
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表１

練を行うことが重要であると考えられている１８）。
また，今回のような胃癌や食道癌など上部消化管

患者の手術療法後の症状には，様々な症状・徴候を
含む術後障害が生じる１９，２０）。上部消化管術後障害
は，貯留能，栄養吸収能の変化，消化管ホルモン分
泌や腸内細菌叢の変化など多要因に起因する。その
ため，患者は逆流，ダンピング症候群，悪心・嘔
吐，食物停留感，通過障害のほか，易疲労感，食欲
不振，体重減少など多彩な症状・徴候に，長期にわ
たり悩まされる２１）。これらの後遺症を考慮し本症例
では，胃癌術後の栄養管理において経口からの摂取
では目標栄養量の確保が望めないと考え，不足分を
空腸瘻からの投与となった。また，手術による上
部消化管術後障害が低栄養や活力低下を惹起し， 

quality of life（QOL）の低下を招くとの報告もあり，
特に高齢者における手術合併症では，機能障害の程

経過

度が高いほど，慢性病の発症リスクが増すことが指
摘されている２２）。そのため，本症例のように術前か
ら積極的に介入し術後も早期に摂食嚥下リハビリ
テーション介入を行っていくことは周術期の合併症
の発生リスクを減少させ，在院日数を短縮できると
いった観点からも非常に重要となってくる。また，
高齢者や重複癌症例においては機能障害の複雑さか
ら，摂食嚥下機能の改善だけで機能障害の全てを代
償することが困難になってくる。そのため，リハビ
リテーションの中心を機能障害の改善に置くのでは
なく，経口以外での栄養投与ルートを含めた選択
や，嚥下方法や適切なリクライニング位などの機能
障害を代償するための様々な手段の習得と工夫を目
的とした，リハビリテーションアプローチの重要性
は高く，食事自立のためには非常に効果的である。
これら多方面からのリハビリテーションアプロー
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チ立案が可能であることは，多職種から構成される
摂食嚥下チームの特徴であり，複雑な術後障害を有
する重複癌患者に対する介入手段として非常に有益
であると考える。今後も増加が予想される口腔・他
臓器重複癌患者のリハビリテーションに対しては，
チームアプローチを行い，種々の症状・徴候に応じ
て速やかに対応し，次に控える治療に移行できるよ
う努めたい。
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At the Oral Cancer Center of Tokyo Dental College，the dysphagia team carries out preoperative in-
terventions for patients that are expected to develop postoperative dysphagia． Specifically，the
dysphagia team ⑴ provides respiration training，⑵ examines the planned surgical technique with the sur-
geon，⑶ cooperates with maxillary prosthesis physicians to create an augmentation prosthesis to prevent
dysphagia，and ⑷ provides swallowing training and other types of training in the early postoperative pe-
riod．
We report our experience with a patient who had double cancer（mandibular gingival cancer and gas-

tric cancer）and underwent appropriate swallowing evaluations while receiving continuous dysphagia train-
ing，which accelerated their return to social activities． 

Patients who experience dysphagia after surgery for oral cancer might need  to adhere  to a specific
diet． In addition，the risk of food intake restriction and dumping syndrome must be considered  in  pa-
tients that undergo gastrectomy． In cases of multiple cancers，there is a high risk of postoperative
dysphagia，so consistent and proactive rehabilitation，such as that performed in the present case，should
be provided． （The Shikwa Gakuho，１１６：１５４－１６０，２０１６）

― ６８ ― 


