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抄録：２００６年４月に東京歯科大学市川総合病院に口
腔がんセンターが開設され，口腔がん患者への集学
的精神医学的ケアが行えるようになった。そこで当
センターにおける口腔がん患者の精神医学的ケアの
状況を調査し，今後の精神医学的な対応の在り方を
検討することとした。２００９年４月から２年間に口腔
がんセンターで手術を行った患者８１例を対象とし統
計学的検討を行った。精神科を受診した患者は１３例
で不穏，不眠が多数を占めていた。その中には顎骨
のプレート再建例と術後放射線症例が多い傾向で
あった。口腔領域のがんの治療は顔貌の変形や咀嚼
不全などの機能に影響することから，精神的なケア
を必要とする症例が多く，術前から緩和ケアチーム
を含む集学的な精神医学的ケアを確立していく必要
があると思われた。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院は２００８年２月に地域が
ん診療拠点病院に指定され，質の高いがん診療の連
携・支援を行うための体制を確立してきた。それに

先んじて「口腔がん」の診断と治療の医療水準の向
上をはかり，歯科と医科との高度な集学的治療を行
うことで歯科医学の発展に寄与する目的で２００７年４
月に東京歯科大学口腔がんセンターを開設した。

その後５年経過し，各科連携し集学的な治療を行
い，精神医学的ケアも行われるようになった。そこ
で今回我々は口腔がん患者に対する精神医学的な対
応のあり方を検討する目的で，これまでの介入の状
況を調査・検討したので報告する。

対象および方法

２００９年４月から２０１１年３月までの２年間に東京歯
科大学口腔がんセンターで手術を行った口腔がん患
者８１例（男性５０例・女性３１例），平均年齢６７．２歳（男
性６６．６歳・女性７６．５歳）。複数回手術を行っている
患者に関しては手術ごとに１症例として検討した。
調査項目は診療録・看護記録をもとに性別，術前の
Stage 分類，原発部位，再建方法，手術時間，手術
時年齢，放射線療法，抗がん剤使用の有無，頸部郭
清術の有無と範囲，既往歴，ならびに気管切開の有
無について調査した。その上で，精神科への受診が
あった患者群とその必要性がなかった患者群に分け
て上記の項目について関連性を検討した。

データの解析には SPSS Ver１９を用いて統計学的
検討を行った。二群の平均値の差の検定にはｔ検
定，クロス表に基づく検定には χ２検定を用いた。
統計学的有意水準は両側検定で５％未満とした。

結 果

対象者のがんの進行度を示す術前の Stage 分類
では StageⅠが１５例，StageⅡが２７例，StageⅢが１３
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例，StageⅣa＋Ⅳb が２６例であった（図１）。腫瘍の
原発部位に関しては舌３５例，下顎２５例，口底１１例，
上顎・軟口蓋８例，頬粘膜２例であった（図２）。精
神科への受診を行った患者は８１例中１３例で，全体の
１６％であった。精神科受診をした患者は男性９例，
女性４例で，平均年齢はそれぞれ６８．３±１０．３歳，
８３．８±３．８歳であった。精神科受診の有無に関し
て，性別および年齢に有意な差は認められなかった

（表１）。既往歴との関連では呼吸器疾患，循環器疾
患，内分泌疾患，精神疾患，ならびに脳血管疾患に
ついて検討したが精神疾患の既往がある場合のみ有
意差を認めた（Ｐ＝０．００２）（表２）。

精神科の受診時期は術前６例（４６．２％），周術期３
例（２３．０％），術後４例（３０．８％）で術前の受診理由
は，手術に対する不安を抱える患者の希望や既往に
精神科受診歴がある場合に行っていた（図３）。受診
理由の内訳は脳神経疾患（認知症，パーキンソン症
候群，ウェルニッケ脳症など）７例，適応障害１
例，アルコール依存症２例，不安２例，統合失調症
３例，せん妄４例，抑うつ５例，不穏１１例，不眠１２

例であった（図４）。
術前の Stage 分類，頸部郭清術の有無，手術時

間の長さ，抗がん剤使用の有無，気管切開の有無に
関しては有意な差は認められなかった（表３）。しか
し腫瘍の原発部位に関しては下顎に発生した症例で
精神科を受診するケースが多く認められた（Ｐ＝
０．００８）（図５）。また再建方法では，顎骨を含む切除
術を行いプレートによる再建術を行った患者の半数
は精神科を受診しており，皮弁による再建の５％，
移植による再建なしの１３％と比較して有意に多い結
果であった（Ｐ＝０．００１）（図６）。術後の放射線療法
の実施の有無では，実施ありの群の３１．８％が精神科
を受診しており，実施なしの群の１０．０％と比較する
と有意に高い比率であった（Ｐ＝０．０２５）（図７）。

表１ 年齢，性別と精神科受診の関係

精神科受診なし 精神科受診あり

ｎ 平均年齢±SD ｎ 平均年齢±SD

全体 ６８ ６６．７±１４．４ １３ ７３．１±１１．４
男性 ４１ ６４．９±１２．９ ９ ６８．３±１０．３
女性 ２７ ６９．３±１６．３ ４ ８３．８± ３．８

（N. S）
性別および年齢において有意差は認められなかった。

表２ 既往歴と精神科受診の関係

精神科受診（％）

なし あり 有意差

呼吸器疾患 なし ７０．０ １３．７
N. S.

あり １３．７ ２．５

循環器疾患 なし ５０．０ ８．７
N. S.

あり ３３．７ ７．５

内分泌疾患 なし ６２．５ １１．２
N. S.

あり ２１．２ ５．０

精神疾患 なし ８２．５ １１．２
０．００２

あり １．２ ５．０

脳血管疾患 なし ８０．０ １５．０
N. S.

あり ３．７ １．２

既往歴では精神科疾患でのみ有意差を認めた。

図２ 原発部位
図１ 頭頸部癌の病期分類
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考 察

木股らの報告では頭頸部腫瘍患者に多い精神疾患
としてアルコール依存やニコチン依存が多く，つい
でうつ病，適応障害の順となっていたが１），報告に
よりばらつきがある２～４）。一方，術後のせん妄など
の症状を発症する個体要因としては性別，高齢，脳
器質性障害の既往，精神障害の既往，アルコール・
薬物の嗜好・依存，不安や攻撃性の強い性格があ
り，身体的要因には手術侵襲の程度（手術時間，術
中の出血量，輸血量，輸液量）血液成分の異常（電解
質異常，血液ガスの異常），衰弱，感染などが挙げ
られている５～７）。

対象期間中，精神科を受診した理由の内訳は脳神

経疾患７例（認知症・パーキンソン症候群・ウェル
ニッケ脳症），適応障害１例，アルコール依存症２
例，不安２例，統合失調症３例，せん妄４例，うつ
５例，不穏１１例であり，対応としては主治医判断で
そのつど精神科対診を行い精神科医のカウンセリン
グや投薬治療が中心であった。今回，統計学的に検
討が可能であった項目のうち性別，年齢や術前の
Stage 分類，頸部郭清術の有無や，手術時間の長
さ，気管切開の有無に関しては有意な差は認められ
なかった。このことは当院口腔がんセンターが口腔
がんに特化し，歯科医師をはじめとして精神科医，
放射線科医，形成外科医，緩和ケア医などの医師
や，看護師，薬剤師，言語聴覚士，歯科衛生士，メ
ディカルソーシャルワーカーなどの関連職種が協力
して①術前の十分な説明とリハビリテーションの準
備を行う，②口腔がんの専門的治療スタッフの充
実，③ ICU ならびに病棟スタッフの周術期管理，
④摂食・嚥下を中心としたリハビリテーションプロ
グラムの充実などを実践し，また系統的に治療を
行った効果があった可能性が示唆された。

一方，術後放射線療法を行った症例で精神科を受
診する割合が多いという結果が得られた。これは治
療期間が長く，倦怠感，食欲不振，治療を受けるほ

表３ 身体的要因と精神科受診の関係

精神科受診（％）

なし あり 有意差

Stage 分類 StageⅠ １６．０ ２．５

N. S.
StageⅡ ２７．２ ６．２
StageⅢ １３．６ ２．５
StageⅣ ２７．２ ４．９

頚部郭清の有無 なし ５０．６ ８．６
N. S.

あり ３３．３ ７．４

気管切開の有無 なし ５０．６ ８．６
N. S.

あり ３３．３ ７．４

抗がん剤
使用の有無

なし １８．５ １．２
N. S.

あり ６５．４ １４．８

手術時間（分） 平均±１SD 平均±１SD
N. S.

２７８．０±２８４．０ ２４９．８±１９７．６

すべての項目において有意差は認められなかった。

図３ 精神科受診時期 図４ 精神科受診理由（複数回答）
もともと脳神経疾患を有する患者の他，不穏，不眠

によって精神科受診するケースが多く認められた。

図５ 原発部位と精神科受診（ｎ＝８１）
下顎骨原発のがんにおいて有意差を認めた。
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ど口腔粘膜炎や顔面頸部の皮膚炎が重度化する不安
感，その継続的な痛みなど副作用による持続的なス
トレスが影響しているものと推測される。疼痛は患
者の QOL を下げて，病的な精神症状を誘発する最
大の因子であるといわれており８），世界保健機関

（WHO）の疼痛ラダー９）に沿った薬物療法が当院でも
適用され，緩和ケアチームによる積極的な疼痛管理
を行っている。しかし，知覚が鋭敏で，会話，食
事，呼吸といった生活上欠くことのできない機能を
担う口腔は，安静を保つことが困難であり，意識も
集中しやすいため，疼痛が持続しやすく，完全にこ
れを除くことは困難な場合が多い。今後口腔の特殊
性を踏まえ，その疼痛管理の在り方についても検討
していく必要があると考える。

腫瘍の原発部位別の検討では，下顎に発生した症
例，また再建方法では顎骨のプレート再建を行った
症例で精神科を受診する割合が多く認められた。こ
れは手術後に顎間固定が必要となり，術後のストレ
スに加え開口制限によるストレスがさらに加わるこ
とや，審美面からの影響も大きく，喪失感を感じや
すいことが精神的に不安定になる要因となったもの
と考えられる。

横尾らは下顎プレートで再建した場合，その下顎
角部の形態により患者の整容面での満足度が大きく
異なることを報告している１０）。下顎をプレートで再
建する場合には連続性の回復のみならず，その形態
にも十分な配慮が必要と考える。今研究のように下
顎がんのプレート再建や，術後放射線療法を行う症
例など精神医学的ケアが必要となる可能性が高い症
例については，術前から精神科に受診することも検
討されるが，精神疾患の既往がない患者では術前に
精神科を受診させることは抵抗もあり，適切とはい
えないケースも多くある。そのような場合，術前か
ら精神科医師を含む緩和ケアチームが，本人と家族
に対して，術後の状態や経過，生活への復帰等の予

測に関する情報提供を中心とした支援を多職種で行
ない，身体的苦痛の緩和はもとより，精神的苦痛・
経済的苦痛・社会的苦痛・さらにはスピリチュアル
ペインの緩和を行っていくことが，患者が安心して
がんに立ち向かうために重要と考えられる。

近年，緩和ケアの導入についての調査では，治療
早期からの導入が必要と考えている患者・家族が約
１割という報告もあり，社会的に緩和ケアが浸透し
てきた状況にあると思われる１１）。また医療政策との
関連においては２００２年から緩和ケア診療加算が算定
され，２００７年４月からがん対策基本法が施行されて
おり，がん患者の心のケアを推進しようとする動き
が確実に広がりつつあるといえる１２）。がん患者の緩
和ケアにおいて精神的な援助がとくに求められるタ
イミングとしては①診断，予後に関する告知の前
後，②主治医から症状説明が行われる前後，③新し
い治療（抗がん剤治療，放射線治療，など）を受ける
前後，④症状の進行により新たな症状が出現したと
き，⑤行動範囲に制限が生じたとき（歩けない，自
力で排便・排尿ができない，食べられない，など），
⑥精神状態に変化のあったとき，などが目安として
挙げられている１３）。また，多職種連携に関して，近
年がん医療に携わる医師のコミュニケーションツー
ルとして考え出された“SPIKES（S : Setting, P : Per-
ception, I : Invitation, K : Knowledge, E : Emotion,
S : Strategy/Summary）”や，それを日本人向けに
改良した“SHARE（S : Supportive environment, H :
How to deliver the bad news, A : Additional infor-
mation, R/E : Reassurance and Emotional support）”
などを用いることが有用との報告もある１４）。今後こ
れらのツールを利用し，多職種と緊密に連携し患者
の心身状態を逐次把握するよう努めるとともに，精
神的な援助が必要な時期に適切に行えるよう整備し
ていく必要がある。

当院では２００８年厚生労働大臣より「地域がん診療

図７ 放射線療法と精神科受診
放射線療法を行った症例において有意差を認めた。

図６ 再建方法と精神科受診
プレート再建症例において有意差を認めた。

村上，他：口腔がん患者への精神医学的ケア４７２
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連携拠点病院」に指定されたこともあり，麻酔科医
師，精神科医師，緩和ケア認定看護師，薬剤師，
ソーシャルワーカー，理学療法士等が中心となり緩
和ケアチームが活動している。身体的苦痛だけでは
なく精神的苦痛，社会的苦痛，スピリチュアルペイ
ンに対する治療，ケア，家族ケアをシームレスに提
供する事を目標に活動している。主治医より依頼が
あった際に緩和ケア会議を行い介入している。現在
口腔がんセンターには緩和ケア専従看護師を配置し
ていないため，必要時に依頼し，緩和ケアチームの
介入において専従看護師や精神科医がカウンセリン
グを行う形式を採っている。またその依頼時期につ
いても既往歴に精神科疾患があれば術前の依頼を行
うが，それ以外の場合は術後に不穏，不眠，せん妄
等の症状が現れてからの依頼となっており，対応に
ばらつきがあった。実際に術前の精神医学的介入を
行った群では，周術期の不穏，不眠等が予想されて
いたため，精神科医よりあらかじめ投薬指示や対応
指示が出されていた。そのため不穏，不眠等が出現
した際も早期の対応が可能であった。また術前に精
神科医師に受診をしている場合は，術後の精神科医
師の往診依頼もすみやかに行う事が出来たため，不
安の軽快に寄与したものと考える。

本検討において，下顎再建症例や放射線療法を併
用した治療を行う症例においては早期の精神医学的
ケアの整備が必要であると認識した。このことか
ら，今後は緩和ケアチームへの依頼時期を見直し，
術前からの精神医学的ケアを行うことが必要である
と考える。

本研究結果から口腔領域のがんの治療は，呼吸，
会話，食事，審美といった人間の基本的な機能や尊
厳に大きく影響することから，精神医学的な対応が
必要となる可能性が高く，術前から緩和ケアチーム
を含む集学的な精神医学的ケアのシステムを確立し
ていくことが必要であることが示唆された。東京歯
科大学口腔がんセンターは「口腔がん」の診断と治

療の医療水準の向上をはかり，歯科と医科との高度
な集学的治療を行うことで歯科医学の発展に寄与す
ることを目的にしており，今回の結果も踏まえ，口
腔がん患者の精神医学的なケアのシステム確立に向
けて科学的に検証し，発信して行きたい。

本論文の要旨は，第２６回日本歯科心身医学会総会・学術大
会（２０１１年７月１６・１７日，札幌市）において発表した。
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Since the establishment of the Oral Cancer Center at Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital
in April２００６，we have been undertaking multidisciplinary psychiatric care for patients with oral cancer.

In this study，we focused on psychiatric intervention and discuss the future direction of treatment for
oral cancer． We investigated intervention in８１patients who underwent surgery at the Oral Cancer Cen-
ter over a ２ year period commencing April ２００９． Thirteen patients consulted a psychiatrist，many
with the chief complaint of insomnia and restlessness． Among them，many were cases of jaw plate re-
construction and postoperative radiation． We need to establish multidisciplinary intervention including
palliative care team before surgery，as many patients require mental care in treatment for cancer of the
oral region which may involve facial deformation and masticatory dysfunction.

（The Shikwa Gakuho，１１２：４６９～４７４，２０１２）

村上，他：口腔がん患者への精神医学的ケア４７４
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