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抄録：同時性重複癌は比較的稀な疾患であり，その
治療は困難と言われている。今回我々は，舌と中部
食道領域にみられた，４２歳女性の同時性重複癌症例
を根治的に治療し得たので，その概要を報告する。
舌癌の病期分類はStageⅣAで，精査のため施行

した上部内視鏡検査で中部食道領域に重複癌を発見
した。直ちに消化器外科とカンファレンスを行い，
先ず舌癌の根治的手術を優先させ，ついで食道癌の
切除術を行うこととした。
舌癌の治療に際しては，化学療法の後，両側頸部

郭清術と舌亜全摘出術を施行した。また開胸，開腹
により，食道癌切除術が施行された。その後，２
クールの術後化学療法を施行した。
現在術後２年６ヶ月を経過するが，局所再発や遠

隔転移は認めていない。

緒 言

重複癌とは身体各部に別の癌が発生する病態であ
り，口腔癌を含む重複癌は含まない例に比して多い
とされている１～５）。しかしその大部分は異時性に生
じたものであり，同時に生ずる例は稀である１，２，４）。
今回我々は，進展した舌癌と同時にみられた食道

癌の同時性重複癌患者に対し，消化器外科とともに
根治的手術を施行したので，その概要を報告する。

症 例

患 者：４２歳，女性
初 診：２００６年８月２４日
主 訴：舌の運動障害
既往症：大球性貧血
家族歴：父母ともに癌で他界
現病歴：２００６年６月頃，左側舌側縁の疼痛および左
側顎下部の腫脹を自覚。その後，舌全体の疼痛が発
現するも放置。しかし，徐々に舌の運動障害による
嚥下困難を自覚したため，同年８月１０日近在歯科を
受診し，８月２４日当科初診。
現 症：
全身所見；身長１５１．７cm，体重３１．２８kgと，栄養状
態不良で極度のるい痩を認めた。
頸部所見；左側顎下部に腫大し癒着したリンパ節を
触知した。
口腔内所見；左側舌側縁を中心に左側舌根から右側
舌側縁まで広い範囲で硬結がみられ（図１），下顎骨
との癒着による運動障害のため，会話明瞭度の低下
と嚥下障害を認めた。また，硬結の中心には小さな
潰瘍が認められた。
嗜好歴：喫煙，飲酒
Brinkman Index６）（一日の喫煙本数×年数）：４８０，
Sake Index７）（日本酒に換算した一日の飲酒合数×
年数）：５１
画像所見：MRI で左側舌側縁を中心とし舌根部，
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外舌筋，さらに顎下腺に及ぶ巨大な腫瘍性病変を認
めたが，下顎骨への浸潤は認められなかった（図２a
-c）。また CTで，左側上内深頸部のリンパ節腫大
を認めた。さらに６７Ga シンチでは当該病変以外の異
常集積はみられなかった（図３）。
血液・尿検査所見：血液検査からは，RBC：３０５万
/μl，MCV：１１３fl，MCH：３７．０pgと 大球性 貧 血
を，またAST：７６U/l，γ-GTP：６４８U/l と肝機能障
害を認めた。さらにFree T３，Free T４はそれぞ
れ０．７４pg/ml，２．９２ng/dl と正常値ながら，TSHが
８．６３μU/ml と高値を示したため甲状腺の機能低下
と診断された。また腫瘍マーカーは，SCC：１．２ng

図１ 初診時の口腔内写真
広い範囲で舌の硬結を認めた。また，硬結の中心に

は小さな潰瘍がみられた。

ａ．矢状断 ｂ．冠状断 ｃ．水平断
図２ MRI

Gd 造影T１強調画像にて，左側舌側縁を中心とし舌根部，外舌筋，さらに顎下腺に及ぶ高信号の病変を認めた。

図３ ６７Ga シンチグラフィ
左側下顎部のみに異常集積を認めた。
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/ml であるが，その他の腫瘍マーカーはCA１９‐９：
７１．１U/ml，CEA：７．９ng/ml，AFP：１４．３ng/ml と
軽度の上昇を認めた。
尿検査からは尿ケトン体（＋＋＋）と，ケトージス

を認めた。
臨床診断：進展舌癌
処置および経過：初診時に施行した細胞診で，
ClassⅤと診断されたことから臨床診断を舌癌と
し，治療目的に２００６年８月３１日入院とした。入院後

は直ちに食形態を摂取しやすくして栄養改善に努め
るとともに，追加検査を行った。まず，舌の生検で
は不規則に連なって浸潤する大小の癌胞巣および角
化を認めた（図４）ため病理学的診断を高分化型扁平
上皮癌とし，画像所見より病期分類を StageⅣA
（T4N2bM0）とした。ついで施行した上部消化管内
視鏡検査では，切歯から３０cm付近の中部食道領域
でヨード不染帯に一致した小隆起を含む粗造な粘膜
を全周に認めた（図５）。そこで施行した生検結果
（図６）は低分化型扁平上皮癌であり，舌腫瘍とは連
続しておらず各々独立して発生していることから，
進展舌癌および食道癌の同時性重複癌と診断した。
直ちに消化器外科とのカンファレンスを行い，９

月１２日から 5-FU，CDGPによる化学療法（図７）を
先行し，進展している舌癌の根治術を優先すること
とした（表１）。
１０月１０日，手術。まず気管切開を行った後，両側
頸部郭清術を施行した。頸部郭清術では右側の肩甲
舌骨筋上頸部郭清術に続き，リンパ節転移のみられ
た左側は根治的全頸部郭清術を施行した。続いて�２
から左側下顎枝にかけての下顎骨区域切除を含む舌
亜全摘出術を施行し，腫瘍を一塊として摘出した。
その後，下顎骨は再建用プレートで，また軟組織は

図４ 舌生検の病理組織像（H-E 染色，中拡大）
不規則に浸潤する大小の癌胞巣と角化を認めたた

め，高分化型扁平上皮癌と診断した。

ａ 切歯から３０cm付近の中部食道領域 ｂ ａと同位置のヨード散布後。ヨード不染帯に一致し
た小隆起を含む粗造な粘膜を全周に認めた。

図５ 上部内視鏡検査
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遊離腹直筋皮弁で再建した。術後２１日目の１０月３１日
にボーカレイドを抜去し嚥下訓練を開始した。術後
の移植筋皮弁の状態は良好で（図８），若干の構音障
害が残存したものの，VFにて嚥下機能の残存が確
認できた。しかし可動舌がほとんど残っていないた
め口腔相に食塊を保持することは困難であった（図
９a-c）。そこで流動食が十分摂取できることを確

表１ 経過

２００６ ２００７ year
８ ９ １０ １１ １２ １ ２ month

検査など

化学療法

手 術

１ ２ ３ ４ day

5FU ７００mg/m２×３days
（continuous infusion over 72hrs）

CDGP １００mg/m２
（continuous infusion over 2hrs）

5FU：5-fluorouracil CDGP：nedaplatin

図７ 化学療法レジメン

●８月２４日初診，舌細胞診，血液・尿検査，CT撮影
●８月３１日入院，MRI 撮影

●頸部エコー，６７Ga シンチ
●舌生検

●上部消化管内視鏡検査，食道生検
●MRI 撮影，頸部エコー，CT撮影

●１１月８日
VF

●９月１２日～
術前化学療法

●１月９日～
術後化学療法

図６ 食道生検標本の病理組織像（H-E 染色，強拡大）
癌胞巣の形成を認めた。また角化がないため，低分

化型扁平上皮癌と診断した。

●１０月１０日
舌根治的手術

●１１月２７日
食道根治的手術

������

図８ 術後の口腔内写真

ｃ 誤嚥なく嚥下機能は残存していた。ａ 口腔相：造影剤が舌周囲に存在す
る。

ｂ 口腔相~咽頭相：造影剤は口腔内
に保持されず，直ちに咽頭へ移行。
図９ Video fluorography
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認し，１１月１３日に外科に転科となった。
外科では１１月２７日に開胸・開腹による食道亜全摘

術および縦隔リンパ節郭清術を施行し，食道胃管胸
腔内吻合が行われた。また，術後の栄養補給のため
腸瘻造設術も併施された。術後の経過は良好で，経
口摂取可能となったことから１２月２１日に軽快退院し
た。
ついで２００７年１月５日に当科再入院し，術後化学

療法（図７）を施行した。食事量の増加とともに不要
となった腸瘻を抜去し，同月２５日軽快退院となった。
その後，腫瘍の再発や転移を認めないことから，

２００８年３月６日，当院形成外科にて左側遊離肩甲骨
弁を用いた下顎骨再建術を施行した（図１０）。
現在，舌癌および食道癌の根治術から２年６ヶ月

を経過するが局所再発や遠隔転移を認めず，経過良
好である。
病理組織学的所見：
１．術前検査所見
①舌細胞診所見；巨大化，多角化などの核の異型性
および異常核分裂像を伴う異型細胞を認め，Class
Ⅴと診断した。
②舌生検所見；不規則に連なって浸潤する大小の癌
胞巣および角化を認めたため，高分化型扁平上皮癌
と診断した（図４）。
③食道生検所見；角化を伴わない癌胞巣の形成を認
めたため，低分化型扁平上皮癌と診断した（図６）。
２．切除物所見
①舌病理組織学的所見；非腫瘍性上皮と癌胞巣が連
続している（図１１a）ことから，舌癌が転移性のもの
ではなく原発であることが示唆された。また癌真珠
が多数認められ（図１１b），高分化型の扁平上皮癌で

あることが示されている。なお，オトガイ下リンパ
節１個と，左側上内深頸リンパ節１個に転移が認め
られた。
②食道病理組織学的所見；癌胞巣が粘膜筋板下層に
認められ，それ以上深部には及んでいない（図１２a）。

図１０ 下顎骨再建術後のパントモ画像

ａ 非腫瘍性上皮と癌胞巣が連続している。（H-E 染色，
弱拡大）

ｂ 癌真珠が多数認められた。（H-E 染色，中拡大）
図１１ 舌病理組織
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また非腫瘍性上皮と癌胞巣が連続している（図１２b）
ことから，食道の腫瘍が転移性のものではなく原発
であることが示唆された。なお，リンパ節転移は認
めなかった。
病理組織学的診断：舌扁平上皮癌（pT4pN2bM0，

StageⅣA）と食道癌（pT1apN0M0，Stage０：日本
食道学会の食道癌取扱い規約＜２００８年４月刊行＞に
よる）との同時性重複癌。

考 察

１．重複癌について
１）重複癌の定義および口腔重複癌の特殊性
１人の患者にそれぞれ原発と考えられる２つ以上

の癌が発生した病態を多重癌と言い，再発や転移と
区別される。多重癌の中で，同一臓器に組織型が同
じ複数の癌が発生した場合を多発癌と呼び，異なっ

た臓器に癌が発生した場合と同一臓器であっても組
織型が異なる複数の癌が発生した場合を重複癌と呼
ぶのが一般的である２）。重複癌は１８８９年に Billroth８）

によって初めて報告され，判定基準が示された。そ
の後１９３２年に，Warren と Gates９）によってより明確
な基準が設定され，「各腫瘍が一定の悪性度を有
し，互いに離れた部位にあり，さらに一方が他方の
転移でないことを証明できた場合に重複癌とする」
と定義された。現在これが一般的な重複癌の定義と
して採用されているが，近年さらにこまかな条件が
示された IARCによる重複癌の定義１０）が作製され，
使用されることも多い。
重複癌の好発部位に対しSlanghter１１）とGluckman１２）

らは，field carcinogenesis もしくは field canceriza-
tion として，「頭頸部領域，食道，胃，肺に癌を発生
させる carcinogen は共通であり，carcinogen が閾
値を超えた部位もしくは感受性の強い部位から癌が
発生する」という考えを提唱した。この概念を反映
し，Vrabec１３）は口腔，咽頭，喉頭，食道，肺をいわ
ゆるmulticentric zone と定義した。顎口腔領域の
癌患者には上部消化管，とくに食道に重複癌が発生
することが多いと言われている１４）。食道粘膜は上部
消化管の入り口に位置する口腔と連続し，同じ重層
扁平上皮であることも重複癌の好発部位であること
に関係していると考えられる。
１９８０年以降に報告された重複癌発生率に関する調
査では，一般に身体各部に生じる重複癌の発生頻度
は１．５３～７．５％であるのに対し，口腔癌との重複の
割合は３．７～１８．４％であり，他部位に比べ明らかに
高頻度で重複癌の発生が認められたことが示されて
いる１～５）。また，年代順にみると口腔癌との重複癌
発生率は増大する傾向を示しており，２０年間の調査
の中で前半１０年の重複癌発生率は１１．６％であるのに
対し，後半１０年では２３．５％と２倍の増加を認めた同
一機関内の報告１）もある。
２）重複癌の分類
Shapshay ら１５）の基準によれば，一次癌発症から

６ヶ月以内に二次癌が発見された場合は同時性重複
癌，それ以外は異時性重複癌と呼ばれている。本症
例ではそれぞれの癌は原発癌であり，舌癌と食道癌
が同時に発見されたことから同時性重複癌と診断し
た。一般に異時性重複癌に比して同時性重複癌は稀

ａ 癌胞巣が粘膜筋板下層に認められるが，それ以上深部
には及んでいない。（H-E 染色，弱拡大）

ｂ 非腫瘍性上皮と癌胞巣が連続している。（H-E 染色，
中拡大）

図１２ 食道病理組織
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であり，口腔癌患者における発生頻度は異時性が
５．９～１４．５％であるのに対し，同時性は０．３～３．９％
と報告されている１，２）。
３）重複癌発生の修飾因子
口腔癌を含む重複癌の発生要因には，喫煙歴，飲

酒歴，家族歴が挙げられる。Wynder ら１６）はタバコ
とアルコールの消費量と上部消化管重複癌との関連
を検討し，一義的なリスク要因はタバコで，アル
コールとの相互作用がリスクを増強すると述べてい
る。顎口腔領域の癌患者で，喫煙と飲酒両方の常用
者における食道病変有病率は，いずれか一方あるい
はどちらも常用しない者に比較し有意に高い値を示
したという報告がある１７）。さらに田中ら１８）は Brink-
man Index：７００以上，Sake Index：１００以上の顎口
腔領域の癌患者では，field carcinogenesis として軟
口蓋，口底，食道に重複癌の発生する割合が有意に
高いと報告した。また重複癌をもつ口腔癌患者で
は，アルコール依存症やアルコール性肝炎といった
アルコール大量摂取の既往があるとの報告１９）もみら
れる。本症例はBrinkman Index，Sake Index とも
田中ら１８）の報告の値には満たないが，どちらも嗜好
歴にあり，基礎疾患にアルコール性と考えられる肝
機能障害があったことから重複癌のハイリスク患者
であったと思われた。
つぎに家族歴について，重複癌家系と単発癌家系

とを調査した結果，有意差は認めないとするもの１）

や，有意差を認めたとする１８）まちまちの報告がみら
れる。さらに病期分類においても一定の見解はみら
れないようである５，２０）。
２．同時性重複癌の治療
内田ら１）は重複癌患者と単発癌患者の５年生存率

に有意差は認められなかったと報告しながらも，重
複癌治療の困難性を以下のごとく指摘している。す
なわち重複によるダメージを有し，さらに重複癌は
高年齢側で発生しているために基礎疾患を有してい
る可能性が高いこと，またそれぞれの年齢と平均寿
命との関係から判断して，重複癌の治療において大
きな負担をかけるような根治手術，化学療法は本来
施行しにくい，と述べている。また鈴木ら３）は，重
複癌，ことに同時性重複癌の治療に際してはその部

位や進行度，転移の有無，患者の年齢，全身状態，
患者および家族の希望などの様々な因子を考慮して
決定しなければならない，とも述べている。した
がって同時性重複癌の治療計画では，それぞれの癌
に対して根治的治療を行うことは比較的困難と考え
られる。本症例では基礎疾患を有し全身状態は不良
であったが，治療方針の決定には，それぞれの癌が
根治可能であるとの判断の上に４２才という若さが考
慮され，舌および食道の根治的手術を施行した。
次に同時性重複癌においてそれぞれ根治手術を施

行する場合，手術する順が問題となる。手術順序の
決定要因には，①生命臓器としての重要度，②それ
ぞれの進展度，③手術侵襲，などが挙げられる。そ
れらを考慮した結果，とくに食道癌の手術において
開胸する為に術後は呼吸機能低下が予測されること
から，本症例ではまず進展した舌癌に対する根治的
手術を行い，ついで食道癌の根治的手術を施行した。
悪性腫瘍患者では手術，放射線治療，化学療法な

どの抗癌療法により免疫能低下が生じ，それが腫瘍
の増殖や転移を助長する一因となる，とも言われて
いる２１）。また佐藤ら２２）は，一次癌を切除すると宿主，
一次癌，二次癌との間に免疫学的機構の破綻が起こ
り，二次癌に対する自動制御が効かなくなるため，
二次癌が急速に増大すると報告している。したがっ
て，進展した舌癌の根治手術を先行して施行し，か
つ舌癌の手術から食道癌の手術までの間隔は１ヶ月
半と，可能な限り短縮した。
治療方針，順序，時期は，いずれも同時性重複癌

患者の予後を大きく左右するものであり，各科専門
医による慎重な対応，つまりチームアプローチが重
要と考えられた。

結 語

食道癌を伴う進展した舌癌という同時性重複癌に
対し，消化器外科とともにそれぞれ根治的手術を施
行し，良好な結果が得られたので報告した。

本論文の要旨は，第２８３回東京歯科大学学会例会（２００７年６
月，千葉市）において講演発表した。
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Simultaneous Double Cancer（advanced tongue cancer and esophageal cancer）
Requiring Radical Surgery
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Key words : simultaneous double cancer, advanced tongue cancer, esophageal cancer

Simultaneous double cancer is comparatively rare and difficult to treat． We report a case of a 42-
year-old woman with simultaneous double cancer located on the tongue and in the midway portion of the
esophagus．
The tongue cancer was classified as StageⅣA after several examinations． The mid-portion esopha-

geal cancer was found by gastric fiberscopy． After consultation with a gastroenterologic surgeon，we
made a treatment plan． First，we performed radical surgery for the tongue cancer，and then for the
esophageal cancer．
Bi-lateral neck dissection and tongue resection for tongue cancer was performed after chemotherapy，

and the esophageal cancer was resected by thoracotomy and laparotomy． Two more courses of chemo-
therapy were given after the operation．
The patient is free from recurrence and metastasis at about 2 years and６months after treatment．

（The Shikwa Gakuho，１０９：１９２～２００，２００９）
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