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抄録：高齢社会を迎え，高齢者口腔癌患者を治療す
る機会も増えており，これらの患者に対して根治を
目指す必要性は高まっている。今回われわれは当科
における高齢者口腔癌患者に対し臨床的検討を行っ
た。対象は２００５年から２００９年までの間に当科で口腔
扁平上皮癌と診断された８０歳以上の患者２４例であ
る。平均年齢は８４．０歳で男女比は１：１．４で女性が
多かった。原発部位では舌１０例，下顎歯肉６例，上
顎歯肉２例，頬粘膜３例，硬口蓋３例であった。根
治治療が行われたのは２０例，姑息治療は４例であっ
た。３年生存率は６４．７％，根治治療群では８４．６％と
高かったが姑息的治療群では０％であった。手術が
選択できた場合は良好な治療成績が得られていた。
術前評価は内科，精神科，麻酔科などと協力関係の
もと行い，手術適応の決定および周術期管理が必要
である。また術後管理は家族のサポートも含めた総
合的アプローチが重要である。

緒 言

我が国は人口比率において後期高齢者が１０％に達
するほどの超高齢社会を迎え，歯科においても８０歳
以上の高齢口腔癌患者の受診する機会が増えてき
た。平均余命が延びた現在，これらの患者に対して
積極的に根治を目指す必要性は高まっている。しか
し高齢者には根治治療を行う上で身体的予備能力の

低下により，高い頻度で周術期の合併症が知られて
いる。また患者の病識の欠如，Performance Status

（以下 P, S）の低下，加えて家庭環境や家族の治療へ
の協力度などさまざまな問題や制約がある。今後さ
らに増えるであろう８０歳以上の口腔癌患者に対して
根治と QOL を両立するにはどうすべきか。

当科における過去５年間の症例について調査し，
臨床的検討を行った。

方 法

対象は２００５年から２００９年までの５年間に東京都立
府中病院歯科口腔外科（２０１０年３月に東京都立多摩
総合医療センターに改称）を受診した初診時年齢８０
歳以上の口腔扁平上皮癌患者２４例である。なお，再
発時，異時性重複癌発症時に８０歳以上であった症例
を含み，また治療拒否および一次治療を他施設で行
うために転院した症例は除外した。検討項目は年
齢・性別・一般状態・原発部位・TNM 分類・Sta-
ge 分類・重複癌の有無・基礎疾患の内容，治療法・
生存率である。

結 果

年齢
同期間に当科を受診した口腔癌患者は１０５例でそ

の２２．８％（２４例）を８０歳以上が占めていた。８０～８４歳
が１６例と最も多く，平均年齢８４．０３歳，最高齢９４歳
で男女比は１：１．４で女性が多かった（図１）。
Performance Status（P, S）

全身症状の指標である P, S は０が７例，１が１０
例，以下２が７例，３，４はいなかった（図２）。

キーワード：８０歳以上，口腔癌，臨床的検討
１）東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科
２）東京歯科大学口腔外科学講座
（２０１２年６月１５日受付）
（２０１２年１０月１６日受理）
別刷請求先：〒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

臨床報告

当科における８０歳以上の高齢口腔癌患者の臨床的検討

小林大輔１） 重松司朗１） 西堀陽平１）

神山 勲１） 多田和弘１） 右田雅士１）

小林史明１） 大畠 仁２）

５７

― ５７ ―



原発部位
舌・１０例（４１．７％），下顎歯肉・６例（２５％），上顎

歯肉・２例（８．３％），頬粘膜・３例（１２．５％），硬口
蓋３例（１２．５％）であり，初発・２０例，再発・１例，
頭頸部異時性重複癌・３例。

重複癌内訳は舌癌の対側発症例，鼻内癌照射後の
上歯肉癌および下顎歯肉癌治療後の硬口蓋癌であっ
た（図３）。
Ｔ分類

T1・５例，T2・１３例，T3・２例，T4a・３例，
T4b・１例であり，T1 および T2 症例が多くを占
めた（図４A）。
Ｎ分類

N0・１１例，N1・７例，N2b・４例，N2c・１
例，Nx・１例であり，N0 および N1 症例が多くを
占める結果となった（図４B）。
Stage 分類

Ⅰ・５例，Ⅱ・７例，Ⅲ・５例，Ⅳ・７例であっ
た（図５）。
重複癌

身体他部の同時性重複癌はみられなかった（３例

図１ 初診時年齢
８０～８４歳が１６例と最も多く，平均年齢８４．０３歳，

最高齢９４歳であった 図２ Performance Status
Grade０が７例，Grade１が１０例，以下 Grade２

が７例，Grade３，４はいなかった

図３ 部位
舌・１０例（４１．７％），下顎歯肉・６例（２５％），上

顎歯肉・２例（８．３％），頬粘膜・３例（１２．５％），
硬口蓋３例（１２．５％）であった

図４A T 分類
T1・５例，T2・１３例，T3・２例，T4a・３

例，T4b・１例であり，T1 および T2 症例が多
くを占めた

図４B N 分類
N0・１１例，N1・７例，N2b・４例，N2c・１

例，Nx・１例であり，N0 および N1 症例が多く
を占めた
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については十分な検索ができなかった）。
基礎疾患，既往歴

２２例になんらかの基礎疾患，既往歴を認めた。内
訳は高血圧や心疾患などの循環器疾患が１１例と半数
を占め，次いで胃潰瘍などの消化器疾患が３例，以
下，脳梗塞，糖尿病，呼吸器疾患，認知症がそれぞ
れ２例ずつであった。治療に影響を及ぼした，ある
いは治療法の選択に関与したのは陳旧性肺結核によ
る膿胸１例，心筋梗塞１例，認知症２例の計４例で
あった。
治療

根治治療２０例，姑息治療４例であった。根治治療
２０例のうち，手術を行ったのは１２例，放射線療法を
行ったのは８例であり，８例のうち小線源治療を
行ったのは５例であった。姑息治療の内訳は姑息化
学療法２例，姑息放射線療法２例であった。その一
方で放射線の外照射は疼痛緩和に用いられる傾向に
あった。
手術内容

手術を行った１２例の内訳は原発巣切除のみを行っ
た症例は４例で，すべて舌部分切除の症例であっ
た。原発巣切除と頚部廓清を同時に行ったものが１
例，原発巣切除，頚部廓清，有茎皮弁による再建術
を同時に行った症例が１例，残りの６例は原発巣切
除，頚部廓清，遊離皮弁による再建術を同時に行っ
た症例であった。遊離皮弁の内訳は前外側大腿遊離
皮弁が５例と大半を占め，残り１例は腹直筋遊離皮
弁であった。
成績

３年生存率は６４．７％，根治治療群では８４．６％と高
かったが姑息的治療群では０％であった。

合併症・併発症
TS-1 投与に伴う Common Terminology Criteria

for Adverse Event v40 における Grade３骨髄抑制
を１例，小線源治療後にパーキンソン病を発病し誤
嚥性肺炎および脱水による腎不全を１例，転倒によ
る大腿骨骨折が１例，心房細動を２例，うち１例は
電気的除細動を施行し，うち１例は肺水腫を伴う急
性循環不全であった。その他，気管切開部および創
部から検出された MRSA 感染症を１例，誤嚥性肺
炎治療時のセフタジジム，セフトリアキソンによっ
て発症した偽膜性大腸炎を１例経験した。

当院では総合病院であることのメリットを生か
し，なんらかの既往，基礎疾患，特に循環器系の既
往を持つ高齢者に対しては麻酔科や循環器科を始め
とした他科と緊密に連携をとり厳重な管理を行うこ
とにより，原則的に可能な限り根治的な治療を行っ
ている。そのため，治療法の変更を余儀なくされた
患者の割合は少ない傾向にあった。

また切除後の再建に関しては前外側大腿遊離皮弁
を使用する頻度が高くなっている。この皮弁は比較
的薄く，血管茎が１０～１５センチメートルと比較的長
く，広く安定した血流支配領域の皮膚を採取できる
こと。また，皮弁だけでなく筋肉も付着させること
により容積の変化を操作でき再建プレートの被覆が
可能なこと，植皮などの処置を必要とすることが少
なく採取後に完全閉創が可能，術後の創部が目立ち
にくいことなどの利点があり，また，術前と比較し
ADL 低下が非常に少ない。以上の理由から当院で
は使用頻度が高まっている。

また腹直筋皮弁と比較し，術後の早期離床が可能
となり高齢患者の誤嚥性肺炎の予防，入院期間の短
縮に寄与していると考えている。

以下に再建例の代表的な症例を供覧する。なお本
論文に写真を掲載することは事前に患者本人の了解
を得ている。

症例１ ８０歳，女性
初診時より５ヶ月前に近医にて下顎義歯を作製し

たが義歯の不適のため調整を繰り返していた。初診
時より１ヶ月前より下顎歯肉の腫瘍を指摘されたた
め当科を紹介され受診となった。

初診時所見は下顎左側歯肉に２０ミリ×１０ミリの易

図５ Stage 分類
Ⅰ・５例，Ⅱ・７例，Ⅲ・５例，Ⅳ・７例であった

歯科学報 Vol．１１３，No．１（２０１３） ５９

― ５９ ―



出血性，外向腫瘤型の腫瘍を認めた。同側の顎下リ
ンパに約５ミリの可動性のリンパ節を触知した。
診断 下顎右側歯肉癌（T2N1M0）

基礎疾患に高血圧を認めたため循環器科にて精査
を行った。その後麻酔科と協議し根治的手術可能と
判断したため手術は下顎骨離断，肩甲舌骨筋上頚部
廓清術を施行し前外側大腿遊離皮弁にて即時再建を
行った（図６－８）。

症例２ ８０歳，男性
数年前より左側の頬粘膜の誤咬を繰り返してい

た。近医にて咬合調整を行ったが，しこりが残って
いるため，紹介により当科受診した。
初診時所見

左側頬粘膜に２５ミリ×１５ミリの潰瘍性病変を認め
た。

周囲組織にやや硬結を認めた。誤咬の原因歯で
あった上顎左側智歯を抜歯するも病変は軽快しない
ため生検を行ったところ扁平上皮癌の診断を得た。
診断 左側頬粘膜癌（T2N1M0）

全身状態は良好で管理を必要とする基礎疾患は認
めなかったため，手術は頬粘膜切除（下顎歯肉およ
び下顎骨を一部含む），肩甲舌骨筋上頚部廓清術を
施行し前外側大腿遊離皮弁にて即時再建を行った

（図９－１１）。

考 察

年齢
口腔癌全体では男性の割合が多いが，８０歳以上で

は女性が多いとされている１，２）。当科においても同様
の結果であった。その一因として女性の平均寿命が
長く，８０歳以上の女性人口比率が高いことに起因し
ているのではないかと考えられる。
部位

一般的に舌が最多であるが，当科においても舌の
割合が多い傾向にあった。その一方で他臓器に癌の
既往がある患者はわずか１名であり口腔癌が初発で

図６ 初診時口腔内写真
８０歳女性 右側下顎歯肉癌（T2N1M0）
右側下顎大臼歯部歯肉に２０×１０mm 大の隆起性で弾

性軟，易出血性の腫瘤を認めた。生検で扁平上皮癌の
診断を得た

図７ 術中写真
肩甲舌骨筋上頚部廓清術施行後にチタンプレートお

よび前外側大腿遊離皮弁にて即時再建を行った

図８ 術後１年口腔内写真
皮弁は完全に生着し，再発は認められない
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ある患者が大部分であった。
治療法の選択について

超高齢者に対する口腔癌治療については，可能な
限り手術を主体とする根治的治療をすべきだとする
見解がある３）。今井４）らの報告では積極的に根治的治
療を行った結果，根治的治療群の３年累積生存率は
６２．５％であったのに対し，姑息的治療群の３年累積
生存率は３３．３％であったとしている。また柳澤らも
８０歳以上の高齢口腔癌患者では可能であれば，根治
を目指す治療を行うことは当然であるが，全身状態
やリスク，経済的問題や家族の協力，そのほか社会
的要因を考慮すると放射線治療の意義が高くなると
述べている。奥村５）らは放射線治療による重篤な口
腔粘膜炎から経口摂取困難になり，脱水や全身状態
困難になる危険性から手術を第一選択にするべきで

あると述べている。当科においても２００３年ごろから
超高齢者に対して積極的に病名を告知し根治治療を
行っており，良好な結果を得ている。しかし重度認
知症の存在，P. S.２以上では大手術は困難なことも
多く，小線源治療を適応する傾向が８０歳未満よりも
高かった。小林６）らは８０歳以上の頭頚部扁平上皮癌
患者における小線源治療においてもその有用性と安
全性を報告しており，当科においても小線源治療に
よる治療中，治療後に基礎疾患に関連した症状の増
悪および他の合併症を認めたものはなかった。その
一方で放射線の外照射は疼痛緩和に用いられる傾向
にあった。
全身状態の評価

高齢者では外科的侵襲が加わった際の予備力が乏
しい。低下した予備能では外科的侵襲が加わった際
の増大する要求に応じることが困難になることがあ
る７）。そのために外科手術前の全身状態の厳密な評
価は必須である。当科においても手術チームだけで
なく他科との協力関係のもとで術前評価を行ってい
る。循環器，呼吸器科での精査は必須で内分泌内
科，腎臓内科，精神科など他科との連携はきわめて
重要であり，最終的には麻酔科と協議し，リスク評
価に基づいた上で手術適応の決定および手術方法を
決定している。

図９ 初診時口腔内写真
８０歳男性 左側頬粘膜癌（T2N1M0）
左側頬粘膜に硬結をともなう２５×１５mm の潰瘍性病

変を認めた。生検で扁平上皮癌の診断を得た

図１１ 術後８カ月口腔内写真
皮弁は完全に生着し，再発は認められない

図１０ 術中写真
頬粘膜切除（下顎歯肉および下顎骨を一部含む），肩

甲舌骨筋上頚部廓清術を施行し前外側大腿遊離皮弁に
て即時再建を行った
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心疾患は高齢者における頻度の高い併存疾患であ
り，術後の転帰を左右する重要な要因となってい
る。高齢者においては心筋細胞の減少やコラーゲン
含有量の増加により心室コンプライアンスの減少を
きたしていることが多く，術前の評価が大変重要で
ある。

また呼吸器系における変化も，高齢者手術患者に
おける重要な要因である。肋間筋や肋間骨などの構
造的変化により胸壁コンプライアンスの低下が認め
られる。肺実質においては小気道の弾性の低下や虚
脱により高炭酸血症および低酸素血症に対する反応
が低下することが知られている。また気道の保護機
能も低下しておりこれらの変化は高齢者において肺
炎が発生しやすい原因となり，加えて再建をともな
う口腔癌手術では，気管切開を行うことも多く，ま
た術後の口腔機能の低下から誤嚥性肺炎の発生の危
険性がさらに高まることになる。当科では特に高齢
者口腔癌患者においては術前および術後の歯科衛生
士による口腔ケアを徹底し，術後合併症の予防に努
めている。当科においては根治治療，特に手術が選
択できた場合は８０歳以上の症例でも良好な成績が得
られ，また術中死，術後 ADL 低下に伴って死亡し
た例はなかった。

これからますます高齢者人口が増加し，高齢者に
手術を行うケースは確実に増えると考えられ，術後
のリハビリの重要性が高まってくる。そのため，術
前後の患者の ADL や呼吸，嚥下機能を評価したう
えで，術後の回復をチームで支える体制づくりが一
層求められる。当科においても摂食嚥下リハビリ
テーションに関しては耳鼻咽喉科医師，栄養士，看
護師のほか理学療法士や言語聴覚士などと協力し，
多業種にわたるチームにて積極的に行っている。ま
た術後，退院後の家族の受け入れ態勢が重要になる
のはもちろんであるが，家族への栄養指導，リハビ

リ指導，サポートに関しても積極的に行っている。

おわりに

高齢者口腔癌患者の最適な術後管理は手術チーム
だけでなく，家族のサポートも含めた総合的アプ
ローチが重要である。術前の評価は循環器，呼吸
器，腎などの内科および精神科，麻酔科と円滑な協
力関係のもと行い，手術適応の決定および周術期の
管理が必要である。口腔癌術後の摂食嚥下，発語機
能低下に対しては術前からのリハビリ訓練が必要で
ある。当科においては，また術後誤嚥性肺炎の予防
には口腔ケアが有効であることはいうまでもない。

本論文の要旨は，第５５回日本口腔外科学会総会（２０１０年１０
月１７日，千葉）において発表した。
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With the aging of society，the prevalence of oral cancer in the elderly is expected to increase．
Therefore radical therapies are being developed aimed at a complete cure in such patients． We investi-
gated 24 elderly patients（80 years or older，mean 84.0 years ; male to female ratio 1 to 1.4）who visited our
department between 2005 and 2009 whom oral squamous cell carcinoma was diagnosed． The primary
tumor was found in the tongue in 10 patients，mandibular gingiva in 6，maxillary gingiva in 2，buccal
mucosa in 3，and hard palate in 3． Radical therapy was performed in 20 patients，while 4 underwent
palliative treatment． The 3-year survival rate was 64.7% for all patients ; that for patients treated with
radical therapy was high at 84.6%，whereas it was only 0% for those who underwent palliative treatment．
Thus，therapeutic results were favorable when surgery was selected． Based on our findings，preopera-
tive evaluations should be made in collaboration with physicians of the internal medicine，psychiatry，and
anesthesiology departments to determine surgical indications and perioperative management． Further-
more，it is important to take a comprehensive approach to postoperative management，including support
for the family of the affected patient． （The Shikwa Gakuho，１１３：５７～６３，２０１３）
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