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１４１ 

臨床報告

遊離皮弁を用いて再建を行った口腔癌症例の臨床的検討
－術後創部感染およびせん妄の発症に関する危険因子について－

小林大輔１） 江里口麻子２） 市川秀樹３）

神山 勲１） 西堀陽平１） 重松司朗１）

抄録：今回われわれは２００９年１月から２０１３年４月の
間に当科で遊離皮弁を用いて即時再建術を行った
５９症例について臨床的検討を行い，また術後合併症
とくに手術部位感染（Surgical site infection：以下
SSI）およびせん妄に関連する因子について統計学
的に解析を行った。その結果，年齢は３１歳から８９歳
に分布し中央値は７０歳であった。性別は男性３８例，
女性２１例であった。原発部位は舌が２１例と最も多
かった。T分類では T２が３５例と最も多く，N分類
では N０が２７例と最も多く全体の４５．８％を占めた。
使用した皮弁は前外側大腿皮弁が５３例と大半を占め
た。手術時間は最短４８５分，最長は１１３２分で中央値
は６３６分であった。また出血量は最少で３９９ml，最多
で３１１８ml，中央値では１０７０ml であった。術後鎮静
時間は最短で０分，最長で１０８６０分で中央値は２０４０
分であった。術後合併症で SSI は８例に認めた。
一方でせん妄は１６例に認めた。SSI およびせん妄に
関連する因子についての統計学的検討を行ったとこ
ろ両者ともに関連する因子は抽出されなかった。
SSI および術後せん妄は単一の因子によって引き起
こされるものではなく患者側因子と手術側因子，
様々な因子が影響し発現することが示唆された。今
後，さらにメディカルスタッフと協力し様々な対策

キーワード：遊離皮弁，口腔癌，創部感染，せん妄，危険
因子

１）東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科
２）東京歯科大学歯科麻酔学講座
３）東京都立大塚病院口腔科
（２０１５年１１月１７日受付，２０１６年１月２８日受理） 
http : //doi.org/１０ .１５０４１ /tdcgakuho.１１６ .１４１
連絡先：〒１８３ ‐８５２４ 東京都府中市武蔵台２－８－２９
東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科 小林大輔

を講じることが必要である。

緒 言

マイクロサージャリーの進歩にともない基礎疾患
を有する患者および高齢者の口腔癌患者に対し遊離
皮弁を用いて即時再建術を行うことが可能となっ
た。しかしその一方で術後は全身的，局所的な合併
症を経験することがあり対応に苦慮することも少な
くない。
当科における遊離皮弁を用いて即時再建術を行っ

た症例について臨床的検討を行い，また術後合併
症とくに手術部位感染（Surgical site infection：以下
SSI）および術後せん妄に関連する因子について統計
学的に解析を行ったので報告する。

対象および調査項目

対象は当院が電子カルテを導入し詳細なデータを
得られるようになった２００９年１月から２０１３年４月に
当科において遊離皮弁を用いて頭頚部即時再建手術
を行った口腔癌一次症例５９例である。再発症例およ
び術前に放射線治療を行った症例は除外した。再建
手術は全例，熟練した当院の形成外科医に依頼し
た。なお全症例において  Performance  Status は２
以下であり，ADLは自立していた。また全症例に
おいて歯科衛生士による術前および術後の口腔ケア
を施行した。手術開始前および術後の抗菌薬はペニ
シリン系および第１，２世代のセフェム系を使用し
た。これらの症例に対し，年齢，性別，原発部位，
TNM分類，皮弁の種類，手術時間，出血量，鎮静
時間，糖尿病の既往の有無，創部感染の有無，不穏
の有無について検討し，特に術後の合併症の中でも
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最も対応に苦慮することの多い SSI および術後せん
妄の発生に関する因子について統計学的検討を行っ
た。SSI の判定は米国疾病管理予防センターにおけ
る SSI の定義に従って行った１）。また，せん妄は当
院精神科医師による診断のもと，DSM-５２）におけ
るせん妄の診断基準を満たし，薬物療法を必要とし
た症例とした。術後は血管吻合部の保護を主な目的
としプロポフォールを用いた鎮静を行った。鎮静
状態を評価するスケールで最も一般的な The Rich-
mond Agitation-Sedation Scale３）（RASS）を用いて鎮
静深度を評価し，至適鎮静状態となるように０．３～
３mg/kg/時間を維持量とした。

結 果

１）年齢・性別
年齢は３１歳から８９歳に分布し中央値は７０歳であっ

た。性別は男性３８例，女性２１例であった（図１，２）。
２）原発部位
舌が２１例と最も多く，下顎歯肉１６例，頬粘膜１３

例，口底６例，上顎歯肉が３例であった（図３）。

３）T分類
T分類では T２が３５例と最も多く次いで T３が８
例，T４が１６例であった。
また N分類に関しては N０が２７例と最も多く全体

の４５．８％を占めた。次いで  N１が１７例，N２aが７
例，N２bが５例，N２cが３例であった（図４およ
び５）。
４）再建に用いた皮弁
使用した皮弁は前外側大腿皮弁が５３例と全体の９

図３ 原発部位

図１ 手術時年齢 図４ T分類

図２ 性別 図５ N分類
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図６ 皮弁の種類

割以上を占め，残りは前腕皮弁４例，腹直筋皮弁２
例であった（図６）。当科では適応範囲の広さ，およ
び術後安静期間の短縮の観点からほとんどの症例で
前外側大腿皮弁を用いている。当科における典型的
な舌半側切除，前外側大腿皮弁にて再建した症例を
以下に供覧する。

図７ 初診時口腔所見

図８ 初診時MR所見（T１強調画像ガドミニウム造影）

症例 ８１歳女性 ２０XX年９月，かかりつけ歯科受
診時に左側舌縁の腫瘤を指摘され，紹介により同年
１０月当科受診した。初診時，左側舌縁に長径３５ミリ
の外向性腫瘤を認めた（図７）。MR画像（T１強調
画像ガドミニウム造影）にて舌中隔までおよぶ内方
への腫瘍の浸潤を認めた（図８）。また造影 CTにて
左側頚部リンパ節転移も認めた。左側舌癌および頚
部リンパ節転移（T２N１M０）と診断し，同年１２月，舌
可動部半側切除術・左側頚部廓清術および左側大腿
遊離皮弁による即時再建術を施行した。気管切開
後，舌半側切除，頚部廓清（レベルⅢ領域まで・内
頚静脈波温存）施行（図９）し，当院形成外科にて前
外側大腿遊離皮弁を用いた即時再建術が行われた
（図１０，１１）。
５）手術時間および出血量
手術時間は最短４８５分（６時間５分），最長は１１３２

分（１８時間５２分）で中央値は６３６分（１０時間３６分）であっ
た。また出血量は最少で３９９ml，最多で３１１８ml，中央
値では１０７０ml であった（図１２および１３）。
６）術後鎮静時間
術後鎮静時間は最短で０分，最長で１０８６０分（１８１

時間）で中央値は２０４０分（３４時間）であった（図１４）。
７）術後合併症
SSI は８例に認めた。８例のうち２例は大胸筋に

図９ 気管切開後，舌半側切除，頚部廓清（レベルⅢ領域
まで・内頸静脈は温存）施行
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図１０ 前外側大腿遊離皮弁採取前のデザインと採取された皮弁

図１２ 手術時間
図１１ 前外側大腿遊離皮弁によって再建後

よる有茎皮弁を用いて再度，再建術を施行した症例
である。残りの４例は皮弁の部分壊死部のデブリー
ドメンを，２例は感染部位のドレナージ術を施行し
た。
一方で術後せん妄は１６例に認めた。しかし１６例の

いずれも精神科医師による薬物療法を行ったのちに
軽快した。
８）SSI および術後せん妄に関連する因子について
の統計学的検討
年齢，T分類，喫煙歴，手術時間，出血量，術後

鎮静時間，糖尿病の既往の有無と術後合併症（SSI，
術後せん妄）に関連する因子について二項ロジス
ティック回帰分析を用いて解析を行った。なお統計
ソフトは IBM社製 IBM SPSS Statistics２１．０を使用
した。
SSI，術後せん妄ともに発症に関連する因子は抽

出されなかった（表１・２）。しかしながら SSI 発症
に関連する因子において手術時間の項目では P 値
が０．１以下となった。

図１３ 出血量

図１４ 術後鎮静時間
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喫煙歴
年 齢
T分類
出血量
手術時間
術後鎮静時間
糖尿病の既往

表１ SSI 発生に関連する因子の検討

歯科学報 Vol．１１６，No．２（２０１６）

有意確率
（P値） 

EXP（B） 
EXP（B）の９５％信頼区間
下限 上限

０．８６０ １．１８５ ０．１７９ ７．８５７
０．８１１ １．０１０ ０．９３０ １．０９７
０．３６５ １．５２３ ０．４８９ １．２３５
０．４３７ １．４６５ ０．５５９ ３．８３９
０．０８９ ６．６２４ ０．７４７ ５８．７０９
０．２３３ ３．４８６ ０．４４８ ２７．１１９
０．４１１ ２．３６０ ０．３０５ １８．２５９

１４５ 

喫煙歴
年 齢
T分類
出血量
手術時間
術後鎮静時間
糖尿病の既往

表２ せん妄発生に関連する因子の検討

有意確率
（P値） 

EXP（B） 
EXP（B）の９５％信頼区間
下限 上限

０．５１７ １．５４６ ０．４１４ ５．７８８
０．９７５ １．００１ ０．９４０ １．０６６
０．２５８ １．２３５ ０．８５６ ２．１２４
０．３３５ １．４０８ ０．７０２ ２．８２５
０．８２２ ０．８６２ ０．２３７ ３．１３２
０．３７１ ０．５５５ ０．１５２ ２．０２１
０．１５４ ０．２４６ ０．６７６ １２．０５１

考 察

現在，再建手術は進歩したマイクロサージャリー
によって従来切除不可能であった進行がんに対し
て，さらには高齢者へも手術適応が拡大した。また
機能温存と整容上の問題点についても改善されつつ
あり患者の QOL向上に大きく寄与している。しか
し再建をともなう口腔癌手術はその解剖学的特徴か
ら広範囲におよぶ皮膚や筋組織，粘膜の切開や剥離
が必要となり，また術創が長時間，唾液や鼻汁，気
道分泌物などの汚染物質に暴露されることから術創
の条件としてはよくないことは周知の事実である。
このため術後には，創部感染や皮弁の壊死などを始
めとする様々な合併症が出現し対応に苦慮すること
が少なくない。本邦でも再建をともなう口腔癌手術
後における SSI の発生率は２４．４～４１．８％であったと

－の報告４ ６）がある。SSI および術後肺炎の発症によ
り経口摂取開始時期の遅れや，それにともなう入院
期間の延長が患者の QOLを著しく低下させる。ひ
とたび術後感染が発症すると抗菌薬の使用期間も延
長せざる得なくなることで耐性菌の増加などの面で
も悪影響を及ぼす。石川ら７）は口腔癌再建手術症例

において手術部位感染を予防することは術後 QOL
の向上のみならず，疾患特異的５年生存率などの治
療成績自体の向上にも寄与することを報告してい
る。米国疾病管理予防センターは SSI 発生に影響す
る因子として患者側因子と手術側因子に分けて記載
している。
患者因子として年齢，栄養状態，糖尿病，喫煙，

肥満，遠隔部位の感染巣などを挙げており，手術因
子として手洗いの時間，消毒法，手術時間，抗菌薬
の予防投与，外科手術手技（不適切な止血法，死腔
の存在）などを挙げている。今回われわれの調査で
は年齢，喫煙歴，手術時間，出血量，術後鎮静時
間，糖尿病の既往の有無に注目し SSI 発症に関連す
る因子について統計学的解析を行ったが関連する因
子は抽出することはできなかった。
古土井ら４）は手術時間が１３時間以上，また出血量

が１５００g以上の症例で有意に SSI を発症する確率が
高くなることを報告している。また唐木田８）も，SSI
の発症のリスク因子として手術時間を挙げている。
SSI を発症させないためにわれわれは手術時間を極
力短くしかつ出血量を極力抑え，適切な外科処置を
行うなど介入可能な因子を改善すべきであることは
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言うまでもない。本研究では SSI 発症に関連する因
子において手術時間の項目では  P 値が０．１以下と
なった。そのため今後，症例を増やし検討を行うと
手術時間が関連因子として抽出される可能性はある
と考えた。これまで以上に SSI 発症のリスク軽減を
図るため，メディカルスタッフとの連携強化，形成
外科医との協議により皮弁採取開始時間を調整する
ことなどにより手術時間の短縮，また手術手技向上
のための努力を惜しんではならない。
また一方で頭頚部再建手術においては手術が長時

間におよぶことから術後せん妄を経験することも少
なくない。せん妄は，意識，認知機能，知覚，注意
が障害される病態であるが，それのみならず，昼夜
リズム，睡眠，精神活動の障害も生じることがあ
る。特に術後せん妄は安静保持困難，点滴や各種カ
テーテルの自己抜去，酸素マスクなどの装着困難，
吸痰などの処置の施行困難，創部安静保持困難，転
倒・転落など術後急性期の経過に大きな問題を引き
起こし，ひいては患者の予後にも重大な影響を与え
る可能性がある。
今回，われわれの調査ではせん妄の発生と関連す

る因子を見出すことはできなかったが術後せん妄
の発生率は Dyer９）らが８０の文献を調査したところ，
０～７３．５％で平均３６．８％であったと報告しており，
その予測因子としては認知症・男性１０），のほかに年
齢，アルコール多飲，電解質異常１１）などを挙げてい
る。また Lynch EP らの報告１２）ではせん妄の発現は
術後２日目に多いことが明らかになり，安静時の疼
痛が強い症例においてせん妄の発現が多いという
関連性も示唆している。Ouimet S ら１３）は外科手術
後においてせん妄を発現した２４３症例と，発現しな
かった５２１症例を対象として解析した結果，せん妄
発現群の方が非発現群よりも Numeric Rating Scale
（NRS）がわずかに低く，適切に鎮痛が行われた患者
では，術後痛とせん妄の関連性が低くなる可能性を
示唆している。そのため術中からの適切な鎮痛剤の
使用が術後せん妄発現の予防策の一つであると考え
られる。頭頸部癌手術における頻度は４～６３％との
報告１４－１７）があり，福田ら１８）は手術時間（１０時間以上）を
Shah S ら１９）はマイナートランキライザーの影響，
アルコール飲酒量，断酒期間，MCV値異常などを
そのリスク因子に挙げている。また頭頚部再建後は

吻合血管の安静を保つために術後の一定期間，プロ
ポフォールなどを用いて鎮静を行うことが多い。し
かしその試用期間や使用量，術後の安静度について
は各施設で基準が異なり標準化には至っていない。
George Jら２０）は血中のＣ反応性タンパク（C-reactive
protein：CRP）濃度と，せん妄が発現した頻度，回
復した頻度の関連を調べており CRP 値が高い症例
で発生頻度が有意に高く，CRP値が低い症例では
回復が有意に多く，RP値との間に相関性があるこ
とを示唆している。また，一方で McLeod Gらは２１）

プロポフォール投与量が増加するに従い，血中中性
脂肪濃度が増加し，そして中性脂肪値の増加
に従い，CRP値が増加することを報告している。
CRP値が高いとせん妄が起こる，あるいは回復し
にくいという先述の報告と考え合わせると，プロポ
フォール投与によって CRP 値が高くなり，せん妄
にも悪影響を及ぼすことが懸念される。鎮静薬投与
を開始するに当たって，個々の患者で目標とする鎮
静レベルを事前に決定しておくことが重要である。
個々の患者の至適鎮静レベルは，医療スタッフで協
議し，必要に応じて患者および家族とも協議して決
定すべきである。このために，適切な鎮静スケール
を使用することが重要であり，情報を共有し誰でも
その患者の決定された鎮静レベルが一目で分かるよ
うにしておくことが望ましいと考える。鎮静スケー
ルにはさまざまなものが報告されているが，我々は
術直後には血管吻合部の保護を主な目的とし RASS
を用いて至適鎮静レベルを保っている。同時に術
後の鎮静期間を極力短くし，術翌日朝にはプロポ
フォールの使用を中止し術後２日目よりベッドを
徐々にギャッチアップさせ，術後４日目には歩行を
行うようにしている。
われわれは，ほとんどの症例でドナーに前外側大

腿皮弁を用いている。前外側大腿皮弁は皮島の血流
を外側大腿回旋動脈下行枝から大腿皮膚へ直接分枝
する穿通血管に依存するために皮島と栄養血管の間
に筋体の介在を必要としないことが多い。一方で筋
体を付けて採取し大きな欠損でも再建することも可
能であり様々な欠損に対して使用できることが大き
な特徴である。そのため術後安静期間が長い腹直筋
皮弁採取をほとんど行わないことから術後早期離床
を可能とし，せん妄や誤嚥性肺炎を始めとする術後
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合併症の軽減につながっていると考える。
また当初，手術が必要であると診断したが，患者

の ADL低下や認知症があるため手術を回避せざる
得ない症例も経験した。一方で当科では腎不全など
により血液透析を施行している患者においては，血
管の脆弱性が危惧されるために遊離皮弁による再建
を回避し，有茎皮弁を選択している。今後はこのよ
うな患者が増えることが予想されるため，これまで
の症例の考察が必要であると同時に十分な対策が必
要であると考えた。
現状では原因とされる状況のいくつかの改善を

行っても SSI およびせん妄を完全に予防できるわけ
ではない。そのために多職種での多角的アプローチ
の充実化および統一化が課題であると考える。

結 語

当科における遊離皮弁を用いて即時再建術を行っ
た症例について臨床的検討を行った。また術後合併
症とくに SSI および術後せん妄に関連する因子につ
いて統計学的に解析を行ったが明確な因子の抽出は
できなかった。SSI および術後せん妄は単一の因子
によって引き起こされるものではなく患者側因子と
手術側因子，様々な因子が影響し発現することが示
唆された。またメディカルスタッフと協力し様々な
対策を講じることが必要と考えられた。
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Clinical examination of free flap transfer reconstruction
 

performed on oral cancer patients

－Risk factors involved with surgical site infection and delirium－
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The medical records of５９ patients who had undergone immediate reconstruction with free flap transfer
for oral cancer between January，２００９and April，２０１３ in our department were retrospectively reviewed，
and the SSI and delirium rates as well as possible risk factors were assessed． The subjects were ３８ 

males and２６ females aged３１－８９ years with a median age of１７．６years． Primary tumors of the tongue
（２１）were most common． According to TNM classification，３５（５９．３％）patients were classified as T２， 

and ２７（４５．８％）were classified as N０． Anterolateral thigh flap（５３）was most common． Operating 

times ranged from ４８５ to １１３２ min with a  median  of ６３６ min． Blood loss ranged from ３９９ to ３１１８ ml 
with a median of１０７０ml． Sedation time after the operation ranged from ０ to１０８６０ min with a median 

of ２０４０min． SSI occurred in ８ patients（１３．６％），and delirium occurred in １６ patients（２７．１％）． As
no significant risk factors for SSI or delirium could be identified，we surmised that SSI and delirium were
caused by multiple factors stemming from both the patient and the operation． In the future，preventive
measures against SSI and delirium should be taken after close consultation with other  medical staff．

（The Shikwa Gakuho，１１６：１４１－１４８，２０１６）
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