
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外

科における頭頸部癌診療への関わり

Author(s) 大鶴, 洋

Journal 歯科学報, 112(5): 597-601

URL http://hdl.handle.net/10130/2945

Right



臨床ノート

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター
歯科口腔外科における頭頸部癌診療への関わり
Role of Department of Dentistry and Oral Surgery at National Hospital Or-
ganization Tokyo Medical Center in Treating Head and Neck Cancer

大鶴 洋 独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科（National Hospital
Organaization Tokyo Medical Center Department of Dentistry and Oral Surgery）
略歴 １９８５年東京歯科大学卒業，口腔外科学第一講座入局，１９８８年より国立東京
第二病院（現 独立行政法人国立病院機構東京医療センター）非常勤を経て，歯科
口腔外科医員，２００１年より現職（歯科口腔外科医長）。１９９８年東京歯科大学非常勤
講師。研究テーマ：口腔癌の診断および治療，頭頸部癌の支持療法 趣味：冬山
登山，マラソン

Hiroshi Ohtsuru

国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科では，昭和５１年より口腔癌の診療を行っている。昭和５１
年には舌癌に対する組織内照射，昭和５８年からは微小血管吻合による再建手術を，平成１９年には選択
的動注化学放射線療法を導入してきた。最近ではその実績を生かし，耳鼻咽喉科および放射線科と連
携の上でチーム医療として頭頸部癌の支持療法にも関わっている。支持療法とは，癌そのものに伴う
症状の軽減および治療に伴う副作用の予防や軽減させる治療である。化学放射線療法では，より抗腫
瘍作用の強い治療が開発されるとともに副作用も強くなるため，治療中から支持療法による口腔内合
併症の管理は重要である。また，口腔乾燥が続く治療後においては口腔環境の悪化による口腔疾患の
発症と増悪を予防することで，摂食・嚥下機能を維持し，QOLの低下を防ぐためにも，口腔ケアを
はじめとする長期的な歯科の関与が重要と考えられる。
キーワード：頭頸部癌，口腔ケア，支持療法，口腔内合併症
（２０１２年４月２日受付，２０１２年５月１日受理，歯科学報 １１２：５９７～６０１，２０１２．）

At the Department of Dentistry and Oral Surgery of the National Hospital Organization Tokyo
Medical Center we have provided treatment for cancer of the oral cavity since 1976． We intro-
duced interstitial irradiation for treatment of tongue cancer in 1976，microvascular anastomosis for
reconstructive surgery in 1983，and superselective intra-arterial infusion chemotherapy combined
with radiotherapy in 2007． Recently，based on the track record of these treatments，we set up
a supportive care team for head and neck cancer patients in collaboration with the Department of
Otolaryngology and Department of Radiology． Supportive care aims to provide relief from the
symptoms associated with cancer and prevent/reduce adverse reactions to treatment． In the
chemoradiotherapy field，development of new agents with stronger anticancer activity had led to
more severe adverse reactions． Therefore，management of oral cavity complications with
supportive care during treatment is important． During the posttreatment period，patients may
suffer from prolonged dryness of the mouth，so long-term dental monitoring including oral
hygiene to prevent the onset or aggravation of oral diseases due to impairment of local defenses is
important in maintaining eating and swallowing and avoiding reduction in the quality of life．

（The Shikwa Gakuho，１１２：５９７～６０１，２０１２）
Key words：Head and neck cancer, Oral health care, Supportive care, Complication in oral cavity
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はじめに

頭頸部癌は，全悪性腫瘍の約５％程度と考えられ
ており，全体数は少ないが，発生部位が鼻腔，副鼻
腔，唾液腺，口腔，喉頭，咽頭と多彩で，部位によ
り治療法，予後が異なる。以前は歯科口腔外科にお
いて頭頸部癌の診療といえば，口腔癌の治療であっ
たが，最近ではチーム医療の一員として口腔ケアを
含めた口腔内合併症の管理を行う支持療法が重要と
なってきている１）。頭頸部癌治療後の口腔管理は治
療後長期にわたって必要であり歯科医療においても
避けられなくなってきている。今回，現況も含めて
当院歯科口腔外科における頭頸部癌診療の現況につ
き報告する。

１．口腔癌の治療

現在，口腔癌の治療は StageⅠおよびⅡの早期癌
と StageⅢおよびⅣの進行癌に対する治療に大別さ
れる。早期癌に対しては癌病巣の局所切除か組織内
照射が行われている。癌病巣の局所切除は，多くは
全身麻酔下に行われ，その局所制御率も良好であ
る。一方，密封小線源を癌病巣に刺入する組織内照
射は，現在では施行可能な施設が限られており，当
院は全国でも数少ない施設の一つである２）。組織内
照射は，前医長の故福武公雄先生が放射線科医師と
ともに昭和５１年に始められ，土器屋卓志前放射線科
医長（後に埼玉医科大学教授）から萬篤憲放射線科医
長へと引き継がれ，主として舌癌に対して行われ，

現在までに４３７例の実績のある，局所制御の優れた
治療法である３）。最近では手術療法の進歩により組
織内照射による治療は減りつつあるが，現在でも癌
病巣を切除しない治療を希望する患者に対して行わ
れている。
切除可能な進行癌に対しては，手術により原発巣

の切除とリンパ節郭清術が行われ，口腔癌の外科療
法は原発巣切除後の再建術が可能となり発展してき
た４）。当初は故福武医長が deltopectoral flap（D-P 皮
弁）を用いた再建術を行っていたが，その後は昭和
５８年より慶応義塾大学形成外科の原科孝雄先生によ
り当時では先進的であった顕微鏡下微小血管吻合を
用いた遊離組織移植による再建術が当院ではいち早
く行われている５）。遊離組織移植により原発巣のさ
らなる拡大切除が可能となり当科における外科療法
は急速に発展していった６）。現在，遊離組織移植に
よる再建術は形成外科医長の落合博子先生に引き継
がれ，高い皮弁正着率を得ており，当科における外
科療法の強い支えとなっている。
平成１９年からは横浜市立大学口腔外科の藤内 祝

教授のご指導により，浅側頭動脈または後頭動脈よ
り逆行性に顔面動脈，舌動脈および顎動脈等にカ
テーテルを挿入し，動注化学療法と放射線療法を併
用する超選択的動注化学放射線療法を導入した（図
１，２）。この治療は，病態によっては進行癌で
あっても原発巣の切除を行うことなく良好な治療成
績が報告されている７）。時代の流れとともに，口腔
内の癌原発巣を切除しない治療を求める患者が多く

図２ 治療終了２年後の口腔内写真。腫瘍の再発はなく，
舌の可動性も良好である

図１ 舌癌（T３N１M０ StageⅢ）の一例。矢印は腫瘍による
硬結の範囲を示す。腫瘍は舌正中部まで及んでいる

大鶴：当院歯科口腔外科における頭頸部癌診療への関わり５９８

― ２ ―



なり，遠方からも患者の紹介を頂いている。
現在，当科における口腔癌治療はいくつかの選択

肢があり，早期癌に対しては局所切除または組織内
照射，進行癌に対しては切除・再建手術または超選
択的動注化学放射線療法が行われている。

２．頭頸部癌診療における支持療法とチーム医療

頭頸部癌の治療は，外科療法，放射線療法および
化学療法が行われている。特に最近では放射線療法
と化学療法が併用される化学放射線療法が行われる
ことが多い。頭頸部癌の治療おいて口腔ケアを含め
た口腔管理は，手術および化学放射線療法のいずれ
においても重要である。当院でも頭頸部癌患者の口
腔内に問題が発生した場合には，迅速に対応してい
たが，定期的な合同の診察は行ってはいなかった。
平成１８年より平成２１年の間，厚生労働省がん研究助
成金による「がん治療による口腔内合併症の実態調
査及びその予防法の研究」および「がん治療による
口腔内合併症の予防法および治療法の確立に関する
研究」に携わった機会をきっかけに耳鼻咽喉科およ
び放射線科と合同の定期的な診察および症例検討を
開始した。
口腔内合併症とは，放射線治療，化学療法および

手術に伴い治療中または治療後に発生する疼痛を伴
う粘膜炎や感染，歯の問題などの医学的問題であ
り，癌の症状または治療による副作用として起こる
ことが多い。支持療法とは，治療を円滑に進めるた
めにがんそのものに伴う症状，治療による副作用に
対して，予防や軽減させる治療である。特に口腔咽
頭癌および喉頭癌の化学放射線療法では，抗腫瘍効
果の強い化学療法が開発されるとともに，薬剤の毒
性による副作用が強くなる傾向があるので，副作用
の管理の点からも口腔内合併症の管理は重要であ
る。歯科口腔外科では，支持療法として治療前から
口腔内の歯性感染病巣等の治療，治療中に歯に起因
する感染の予防と治療，口腔ケア，放射線性顎骨壊
死の予防，治療後の摂食・嚥下障害の対応等の多岐
にわたって関わっている。化学放射線療法は放射線
療法単独との比較により治療成績の優位性が示され
行われるようになってきたが８），口腔内合併症など
の副作用が強くなることが問題である。頭頸部癌治
療おいて副作用のために放射線治療を一時的に休止

することは，休止なく継続して治療した場合と比較
して予後が不良となることが報告されており，放射
線治療を休止しないための副作用管理が重要であ
る９）。化学放射線療法における副作用の管理には，
症状出現を予測した迅速な管理が必要となり，癌そ
のものの症状と副作用の症状を治療または予防する
支持療法の必要性が提唱されている１０，１１）。この副作
用の中でも口腔内に強く症状の出る口腔内合併症の
対応が重要で，当院においては耳鼻咽喉科藤井正人
部長のご厚意により，歯科医師を含めた頭頸部癌の
チーム医療が行われている。
国立病院機構東京医療センターにおける頭頸部癌

の診療は，関連各部署と連携の上でチーム医療を
行っており，その関連部署は，診療部では歯科口腔
外科を含めた耳鼻咽喉科，放射線科，形成外科，リ
ハビリテーション科等からなり，他には看護部，薬
剤科，緩和ケアチーム，栄養サポートチーム，医療
福祉相談室，地域医療連携室等の多数の部署と多職
種から構成されている。すなわち，手術担当医，放
射線治療医，化学療法担当医，看護師だけではな
く，口腔ケアを行う歯科医師，歯科衛生士，嚥下リ
ハビリテーションを行う言語聴覚士，医療用麻薬や
抗がん剤を中心として患者指導を行う薬剤師，誤嚥
や口腔内疼痛を考慮して食事指導を行う管理栄養
士，臨床心理士，社会福祉士等の多職種が連携をし
ながら，治療の完遂，退院を目指している。この中
で歯科口腔外科では，口腔癌の治療および耳鼻咽喉
科患者の支持療法を担当するとともに，他には緩和
ケアチーム，栄養サポートチーム，地域医療連携室
にも参加している。耳鼻咽喉科および放射線科との
合同診察は毎週木曜日８：３０より，緩和ケアチーム
症例カンファレンスは毎週木曜日朝７：４５より，栄
養サポートチームでは毎週金曜日１３：００より症例カ
ンファレンスおよび回診を行っており，歯科医師も
参加している。

３．頭頸部癌治療の流れ

歯科口腔外科において治療が行われる口腔癌患者
では，治療前に耳鼻咽喉科において咽頭および喉頭
部の頭頸部多重癌の精査が行われる。口腔癌の進行
度によっては耳鼻咽喉科と歯科口腔外科において治
療方針の検討が行われることもある。耳鼻咽喉科に
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おいて治療が行われる頭頸部癌患者では，治療前に
口腔内の診査を行い，口腔ケア立案，必要に応じて
治療前の抜歯や保存処置を開始している。切除・再
建手術が行われる患者において術前に診査を行うこ
とにより，合併症の減少，術後の障害の予測や補綴
および舌接触補助床作製等の予定が立てやすくなり
重要である１２）。当院耳鼻咽喉科では，化学放射線療
法を受ける患者が多く，入院期間中は定期的な診察
を行い問題点を早期に抽出し口腔内合併症出現に注
意している。

４．放射線療法と抜歯

放射線治療前に歯科的診査を行う目的の一つとし
て，放射線性骨壊死（ORN：osteoradionecrosis と略
す）の予防があげられる。当院では，化学療法の併
用の有無にかかわらず放射線治療をが行われる患者
で照射範囲に顎骨が含まれる場合には，歯科口腔外
科での診査が行われる。ORNの多くは，放射線照
射野内の抜歯を契機に発症することが多く，その危
険性は何年経過しても変わらないため，照射野内で
予後不良が予測される歯は，放射線治療開始前に抜
去が望ましい。しかし，放射線治療開始までに抜歯
窩の治癒には期間が必要で，既に癌の病状により治
療の予定が決定されており，抜歯を行う時間的余裕
が無い場合もある。そのような場合の処置は除石や
局所洗浄処置に留まることが多いが，歯周組織の炎
症を軽減させることにより，放射線治療が遅滞なく
開始することが出来るようにしている。放射線治療
後は歯科的管理が重要であり，歯科衛生指導，歯石
除去および局所洗浄などを継続的に行っていく１３）。
放射線治療後に放射線照射野内の抜歯を行うこと

は禁忌とされているが，頭頸部癌患者の長期生存と
ともに抜歯は避けられない問題となってきている。
最近では，放射線治療の内容，抜歯部位，歯と歯槽
骨の状況，抜歯術式，高気圧酸素療法を考慮し，適
応症を検討した上で抜歯を行うようにしている。そ
して，何よりもう蝕と歯周病の管理を行うことによ
り抜歯を避けることが大切であると考えられる。

５．放射線療法とう蝕

頭頸部癌に対する放射線療法では，年月の経過と
ともにう蝕が多発する傾向が知られている。化学放

射線療法により頭頸部癌の治療成績は向上しつつあ
るが，晩期の齲蝕が問題となっている。放射線治療
により唾液分泌が減少し，口腔内の自浄性低下，歯
の再石灰化の低下等をきたし，う蝕が発生しやすく
なるとされている。また，放射線治療により口腔粘
膜の粘膜炎が強い場合には，強い疼痛により経口摂
取のみではなく歯磨き施行の障害となり，治療期間
中から放射線治療終了後しばらくの間は，患者自身
の歯ブラシによる清掃が不十分な場合もあり，う蝕
発生の一因となる。治療により粘膜炎が強い間は，
歯科医師または歯科衛生士によるPTC（Professional
Teeth Cleaning）を併用し，患者自身では可能な範
囲での歯磨きと含漱を行っている。放射線治療が終
了してからは，可及的早期に通常の歯磨きを再開
し，退院後はう蝕の発生の有無を経時的に診てい
く。放射線治療後のう蝕は，下顎前歯部に好発する
傾向があり，偏光フィルターを用いた歯面の無反射
撮影によりう蝕の観察を行っている１４）（図３，４）。
放射線治療による唾液分泌障害は，線量や照射範囲
よっては非可逆性である場合もあり，患者は癌が治
癒した後も生涯にわたってう蝕発生に注意していか
なければならなず，歯科でも定期的な経過観察が望
まれる。しかし，常勤歯科医師の少ない一病院の歯
科口腔外科だけでは頭頸部癌患者のう蝕や歯周病を
管理していくことには限界がある。幸いにも当院で
は地域の歯科医療機関に御協力をいただき，患者の
口腔機能が維持出来ている。

図３ 図１，２と同症例。治療終了６か月時の歯面無反射
撮影。う蝕は認められない
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おわりに

総合病院で口腔癌の治療に携わり２４年になる。当
初は，治癒を導くことで精一杯であったが，次第に
QOLを低下させずに患者の満足度を高めることを
意識するようになっていった。その結果として，手
術のみならず，放射線治療と化学療法を上手く組み
合わせる治療に習熟することが出来た。頭頸部癌化
学放射線療法においては，多職種からなるチーム医
療の中で，支持療法に携わり口腔内環境の悪化によ
り発生する口腔内合併症の予防および管理を含めた
口腔ケアを適切に行うことが頭頸部癌治療に貢献出
来ることを実感し，歯科医師として喜びを実感して
いる。頭頸部癌の治療では，QOLを保つ点で癌の
治癒を得た後も継続的な口腔ケアを含めた歯科の管
理を行っていく必要があり，今後とも医療連携を含
めて関わっていきたいと考えている。
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