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抄録：悪性腫瘍切除後の広範囲な組織欠損は，咀嚼
や発音などの機能障害を発現させると言われてい
る。私たちは，口腔多発癌術後に生じた広範囲組織
欠損によって義歯の使用が困難になった症例に対し
て，インプラント治療を行い良好な結果を得たので
報告する。
患者は６９歳の女性で，咀嚼障害を主訴に来院し

た。口腔多発癌のため，７回の腫瘍切除術を受けて
おり，義歯の使用が困難となっていた。上下顎とも
に著しい歯槽堤萎縮が認められたが，骨量不足が認
められた上顎に対しては，オステオトームテクニッ
クを併用し，インプラントを７本埋入した。下顎は
歯周病の進行した残存歯を抜歯して，オトガイ孔間
に４本のインプラントを埋入した。約６ヶ月の治癒
期間の後，患者可撤式のオーバーデンチャーを作製
した。その結果，患者のQOLは著しく向上した。
しかし，腫瘍術後の経過については，今後とも厳重
な follow up が必要であると思われた。

緒 言

近年，口腔癌治療法の進歩に伴い患者の長期生存
が可能となり１），口腔癌治療後の Quality of Life の
維持，向上のために，失われた口腔機能の回復が必
須となっている。一方，インプラント治療はその有

用性が広く認められ，長期間におよぶ安定した成績
が証明されている。しかし，口腔癌患者では広範囲
の組織欠損を伴うため，通常のインプラント治療と
は異なり，多くのリスクファクターを抱えているこ
とが多い２）。一般的に口腔癌治療後に用いたインプ
ラントの長期生存率は著しく低い値であると言われ
ている３）。さらに骨造成や軟組織のマネジメントを
必要とする症例が多く，高額な費用負担も伴うこと
から，インプラント治療に対して躊躇する患者も少
なくない。今回私たちは数回にわたる口腔癌切除に
より広範囲の組織欠損を生じ，義歯の使用が困難に
なった症例に対し，骨造成を行わずにインプラント
治療を実施し，良好な結果を得たので報告する。

なお，この報告に関しては患者の了承を得てい
る。

症 例

患者：６９歳，女性。
初診：１９９６年８月。
主訴：上顎右側臼歯部歯肉の腫脹，疼痛。
既往歴：１９８７年，突発性血小板減少性紫斑病で脾

臓摘出。
現病歴：１９９６年３月ごろより上顎右側臼歯部歯肉

の腫脹，疼痛を自覚し，近医で経過観察を行ってい
たが，症状が改善しないために，１９９６年８月に東京
歯科大学千葉病院口腔外科へ紹介され来院した。来
院時，右側上顎第一小臼歯部および左側上顎第二小
臼歯部歯肉に表面粗造，易出血性の潰瘍性病変を認
め，生検の結果，高分化型扁平上皮癌との診断を得
た（図１，２）。T２（m）N０M０との臨床診断のもと，
１９９６年９月，右側上顎側切歯，犬歯，第一小臼歯，
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左側上顎第一，第二小臼歯部上顎骨部分切除術，左
側大腿部皮膚移植術を施行した。その後も以下のよ
うに腫瘍の発現を繰り返し認めたため，その都度切
除術を施行した（図３）。
・１９９６年１２月：左側顎下リンパ節転移を認め，左側

根治的頸部郭清術変法を施行。
・１９９９年１０月：左側下顎第一，第二大臼歯部歯肉に

扁平上皮癌の発現を認め，同部下顎骨辺縁切除術
を施行。

・２００１年４月：左側下顎第一小臼歯部歯肉に扁平上
皮癌の発現を認め，左側下顎犬歯部から第二大臼
歯部の下顎骨辺縁切除術を施行。

・２００１年１０月：右側下顎第一小臼歯部から第一大臼

歯部に扁平上皮癌の発現を認め，右側下顎第一小
臼歯部から第三大臼歯部の下顎骨辺縁切除術を施
行。

・２００２年１２月：右側口蓋粘膜部に扁平上皮癌の発現
を認め，同部の腫瘍切除術を施行。

・２００４年１０月：右側上顎中切歯に扁平上皮癌の発現
を認め，右側上顎中切歯から左側上顎犬歯部切除
術を施行。

・２００４年１１月：右側頬粘膜部に扁平上皮癌の発現を
認め，腫瘍切除術および舌弁による再建術を施行。
最終的に度重なる腫瘍切除により，上顎は前歯部

から臼歯部全域におよぶ歯槽骨欠損，下顎は両側臼
歯部歯槽骨欠損が生じ，義歯の使用が困難となった
ため，２００５年９月当院口腔外科より口腔インプラン
ト科へ治療依頼され，受診した。

２００６年２月，右側顎下リンパ節に転移を認め，右
側根治的頸部郭清術を施行したが口腔粘膜には変化
がないため，２００６年１０月，右側頬粘膜から上顎にか
けての舌弁による再建部の切り離しを行った。

現症（口腔インプラント科受診時）：
口腔内所見：上顎の歯槽堤はほぼ失われ，皮膚移

植と舌弁による再建がなされ，口蓋粘膜は口唇粘膜
及び頬粘膜と移行的となっていた。下顎は３２１｜
１２が残存していたが唇側傾斜が著しく，両側臼歯
部は口底と頬粘膜が移行的になっていた（図４）。

単純エックス線写真所見：パノラマエックス線写
真では，上顎歯槽堤および下顎臼歯部歯槽堤は著明

図１ 口腔外科初診時口腔内写真
右側上顎第一小臼歯部および左側上顎第二小臼歯部

歯肉に表面粗造，易出血性の潰瘍性病変を認めた
矢印：腫瘍発現部

図２ 口腔外科初診時パノラマエックス線写真
上顎臼歯部以外に著明な歯槽堤の萎縮は見られなかった
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な骨吸収を認め，平坦となっていた（図５）。
CT エックス線画像所見（ステント装着）：上顎で

は，鼻腔側壁および上顎洞口蓋側側壁，左側上顎結
節部に高径７～１０mm 程度の残存骨を認めたが，鼻
腔底および上顎洞底までの距離は５～６mm 程度で

あった。下顎については，前歯部で骨量が残存して
いたが，臼歯部では骨幅はあるものの歯槽骨頂から
下顎管までの距離が５～６mm 程度であった（図
６）。

結 果

上下顎ともに骨移植による骨造成法をおこなった
後にインプラント処置を行う方法を提案したが，患
者からは今までの度重なる手術を経験したため，さ
らなる骨移植手術は避けたいとの希望があり，既存
骨を利用したインプラント埋入を計画した。上顎の
場合，比較的骨量が残存する上顎洞側壁，鼻腔側
壁，上顎結節の既存骨を利用し，オステオトームテ
クニックを併用して対応することとした。下顎につ
いては，インプラント埋入部位を確保するため，残
存する前歯を抜歯してインプラント埋入を行うこと
とした。また，瘢痕組織によって頬粘膜の伸展制限
や舌の患側偏位を伴う不随運動などがあり，インプ
ラント埋入に際してハンドピースなどの作業環境が
悪く，埋入時間もかかることが予想されたため，全
身麻酔下での処置とした。

２００７年５月，GOS 全身麻酔下に上顎に対しスト
ローマン社製インプラントを７本埋入し，下顎は残
存歯を抜歯後即時にオトガイ孔間に４本のストロー
マン社製インプラントを埋入した（図７，８）。右側
上顎第一小臼歯および犬歯相当部のインプラントは
上顎洞側壁に沿わせ，オステオトームテクニックを
併用して上顎洞底を２～３mm 挙上し，それぞれ直

図３ 口腔癌に対する治療経過（切除部位）

図４ 口腔インプラント科初診時口腔内写真
上顎の歯槽堤はほぼ失われ，下顎の臼歯部歯槽堤も

口底と頬粘膜が移行的になっていた
Ａ：上顎 ＊舌弁部 ＊＊皮膚移植部
Ｂ：下顎
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径４．１mm 長径１０mm と直径４．８mm 長径８mm のイ
ンプラントを埋入した。右側上顎側切歯相当部では
鼻腔底まで６mm 程度であったので，オステオトー
ムテクニックを併用してわずかに鼻腔底を挙上しな
がら，直径４．１mm 長径６mm のインプラントを１
本埋入した。左側上顎犬歯部および第一小臼歯部に
ついては，鼻腔側壁および上顎洞側壁に沿わせてオ
ステオトームテクニックを併用して鼻腔底と上顎洞

底を３～４mm 挙上し，それぞれ直径４．１mm 長径
１０mm のインプラントを埋入した。左側上顎第二小
臼歯部については，オステオトームテクニックを併
用して上顎洞底を３mm 挙上し，直径４．１mm 長径
８mm のインプラントを埋入した。また，左側上顎
最後方のインプラントは口蓋側の既存骨を利用し
て，直径４．１mm 長径１０mm のインプラントを埋入
した。また，下顎へのインプラント埋入について

図５ 口腔インプラント科初診時パノラマエックス線写真
上顎歯槽堤および下顎臼歯部歯槽堤は著明な骨吸収を認め，平坦となって

いた

図６ インプラント埋入術前 CT エックス線写真
Ａ：�４部 Ｂ：�３部 Ｃ：�２部 Ｄ：�３部 Ｅ：�４部 Ｆ：�５部
Ｇ：�７部 Ｈ：�４部 Ｉ：�２部 Ｊ：�２部 Ｋ：�４部
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は，唇舌側的に骨幅のない歯槽骨頂部の骨を削去
し，直径４．１mm 長径１０mm のインプラントを４本
埋入した。

約６ヶ月の治癒期間の後，上部構造の作製を開始
したが，腫瘍術後の経過観察を容易にする目的で患
者可撤式の上部構造とすることとし，バーアタッチ
メントを使用した患者可撤式のオーバーデンチャー
とした（図９，１０）。

２００８年４月上部構造を装着した。上部構造装着直
後，インプラント周囲の清掃困難によるインプラン
ト周囲粘膜炎を認めたが，アタッチメントを含めた

表１ 咀嚼機能評価の変化
インプラント治療前後の比較では，著明な改善がみ

られた

図７ インプラント埋入手術時口腔内写真
Ａ：上顎 Ｂ：下顎

図８ インプラント埋入後パノラマエックス線写真

古谷，他：口腔多発癌術後のインプラント治療２９８
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図９ 上部構造装着時口腔内写真
腫瘍術後の経過観察を容易にするため，患者可撤式

の上部構造を作製した
Ａ：上顎咬合面 Ｂ：正貌 Ｃ：下顎咬合面
Ｄ：上顎バーアタッチメント装着後の状態
Ｅ：下顎バーアタッチメント装着後の状態

図１０ インプラント治療終了時パノラマエックス線写真
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上部構造の１～２週間ごとの清掃・消毒と，歯科衛
生士による刷掃指導により改善した。また，急な顎
位の変化により嚥下がやや難しいとの訴えを認めた
が，特に嚥下訓練は行わなかったものの，３ヶ月ほ
どで改善した。

上部構造の機能評価としては，上部構造装着約半
年後に咀嚼機能について佐藤ら４）の総義歯咀嚼機能
評価表を用いて行った（表１）。インプラント治療前
は軟食や刻み食を舌ですりつぶすようにして摂取し
ていたが，インプラント治療後はたくあんのような
通常の義歯では咀嚼が難しい食品まで摂食可能と
なっており，咀嚼スコアは治療前の０から治療後６
ヶ月の評価では８８．２と著明に改善した。また，イン
プラント治療後は家族との外出が増えるなどの社会
性の改善もみられた。

現在，上部構造装着後３年以上経過しているが，
新たな腫瘍の発現は認めず，インプラントに関して
も問題無く良好に経過している（図１１）。

考 察

口腔癌切除後にインプラント治療を行う場合，多
くのケースでインプラント治療対象部位の顎骨欠損
が問題となる。顎骨再建後にインプラント治療を行
い良好な口腔機能の回復が得られたとの報告もみら
れるが５，６），一方では多くの口腔癌患者は切除手術や
再建手術による身体的な負担が多いため，インプラ
ント治療のための骨造成手術などのさらなる負担に
躊躇してしまうことも多いとの報告もみられる７）。
また，骨造成部へのインプラント治療の予後につい

て，未だ明確なコンセンサスは得られていない現状
では８～１０），腫瘍予後の不確実さもあわせインプラン
ト治療に踏み切れない患者も多い。本症例もインプ
ラント治療自体の了承は得られたが，骨移植につい
ては同意を得られず，既存骨へのインプラント埋入
を検討せざるを得なかった。従来，上顎へのインプ
ラント治療成績が劣る原因の一つとして骨量の少な
いことがあげられているように１１），骨量不足はイン
プラント治療のリスクファクターとされている。し
かし，最近では粗面を有するインプラントでは短い
インプラントであっても予後に有意差はないとの報
告もみられ１２），オステオトームテクニックなどとの
併用によって，骨移植を回避しうる症例も増えてき
ている。本症例では鼻腔底および上顎洞底までの距
離が５～６mm 程度であったが，鼻腔側壁，上顎洞
側壁，上顎結節等の既存骨の利用とオステオトーム
テクニックを行ってインプラント埋入を行い，いず
れのインプラントも良好な骨結合が得られた。

インプラント治療後の咀嚼機能は，佐藤らの咀嚼
スコアを利用して評価したが，本スコアは５０以上で
あると咀嚼に対し満足のいく総義歯であるとされて
いる４）。本症例のインプラント治療後の咀嚼スコア
は著明に改善しており，口腔機能の改善の面でも良
好な結果が得られた。また，口腔機能の改善により
患者が家族とともに同じ食事を摂ることができるよ
うになり，口腔癌に罹患後，低下する一方であった
QOL を向上させることができたと思われた。

一方，口腔癌術後にインプラント治療を行う際
に，患者，術者双方に懸念材料になるのが新たな腫

図１１ インプラント治療終了後３年７ヶ月後のパノラマエックス線写真

古谷，他：口腔多発癌術後のインプラント治療３００
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瘍の発現や再発である。口腔癌患者に新たに腫瘍が
発現する頻度は，口腔癌に罹患したことの無い患者
よりも高いといわれ１３），治療後に再発を認める症例
はしばしば経験する。多発性の腫瘍が認められた本
症例では，新たな腫瘍が発現するリスクは高いもの
と考えられる。しかし，本症例のように腫瘍切除に
よって義歯使用が困難となり，軟食しか摂れない状
態の患者では，口腔機能再建の必要性も高い。した
がって腫瘍発現のリスクをふまえ，インプラント治
療に際し腫瘍の follow up を厳重に行うことと，上
部構造を患者可撤式にすることによって，腫瘍治療
チームの follow up を容易にする工夫を行った。口
腔癌が最後に発現してから６年以上経過している
が，現在のところ新たな癌の発現は認めていない。
しかしながら１０年以上経過してから腫瘍の再発を認
める症例もあり１４，１５），厳重な follow up が継続して
必要であると考えられる。

今後は，口腔癌の治療成績向上とともに，本症例
のようにインプラント治療を含めた歯科的な口腔機
能再建を要する患者が増加すると予想される。患者
の QOL 向上のために，口腔癌のリスクやインプラ
ントのリスクをふまえつつ，口腔癌を治療する医科
領域を含めた各科とも連携を図る必要があると思わ
れる。

結 語

今回私たちは，口腔多発癌術後に広範囲の組織欠
損を生じたため，従来の義歯の使用が困難になった
症例に対してインプラント治療を行った。骨移植を
避けたいとの患者の希望もふまえ，既存骨を利用し
たインプラント埋入を行い，腫瘍 follow up も考慮
して患者可撤式の上部構造を作製した。インプラン
ト治療後は咀嚼機能や社会性などに著しい QOL の
向上が見られ，口腔癌切除後の症例に対しインプラ
ントによる機能回復は有効であると考えられた。し
かし，口腔粘膜多発癌の患者であることから，厳重
な follow up を行っていく予定である。
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Functional rehabilitation with oral implants following
resection of multiple oral cancers
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Extensive tissue defects resulting from cancer resection can cause functional disorders such as in mas-
tication and pronunciation． We report implant treatment in a patient with extensive tissue defects due to
resection of multiple oral cancers．

The patient was a 69-year-old woman who visited our department due to masticatory dysfunction．
It was difficult for her to wear dentures as she had undergone tumor resection 7 times for multiple oral
cancers． Remarkable atrophy of the maxillary and mandibular alveolar ridges had occurred，so 7
implants were inserted into the atrophic maxilla and osteotome technique applied． The remaining mandi-
bular teeth were extracted due to advanced periodontal disease and 4 implants inserted between the
mental foramen． After a healing period of approximately 6 months，a removable overdenture was
fitted． This patient’s quality of life was improved markedly． Careful follow-up after cancer resection is
indicated in such cases． （The Shikwa Gakuho，１１２：２９４～３０２，２０１２）

古谷，他：口腔多発癌術後のインプラント治療３０２
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