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1年間の結果報告
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臨　床　報　告

抄　壕:悪性腫痘術後の　　　　　体制の充実は生存率を向上させる上で,初回治療と同様に大

変重要なテーマである｡そこで私たちは　　年2月より悪性腫痘　　　　　外来を開設した.

この外来の特徴は,一定の来院間隔を厳守すること,塵回な　　　　　　　線写真の撮影,腫痘

外来担当者による事前カンファランスの実施である｡

この報吾の目的は一定の蓋準のもとに行われた腫痘外来の成果を分析し,さらにこのシステムを

改善することにある.結果として,受診患者は延べ356名で,発見された経過禾良例は頚部後発転

移6例,二次性癌4例,局所再発2例,遠隔転移2例の計14例であった｡これは同一期間内に発見

されたすべての経過不良例(17例)の82%に及んだ｡したがってこの　　　　　のシステムはほぼ

満足の行くものであったと考えられたo　そして今後の改善点としては,初回治療より2年以上経過

した症例の受診間隔をさらに短縮する必要があることや,内視鏡やMRIの導入などであった｡

キーワード:口腔腫症,悪性腫症　　　　　外来,蟹郭リンパ節後発転移,二次性癌,再発

緒　　　　ij

悪性腫痘術後の　　　　　体制の充実は,坐

存率を向上させる上で,初回治療と同様に大変重

要なテーマであるo初回治療として手術や放射線

治癒が行われた症例に局所,空貢部での再発あるい

は後発転移が生ずると,腫症の浸潤増殖は初回時

に比べ急速で,遠隔転移を形成したり手術不能例

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学口腔外科学第一講座　矢島安朝

となってしまうケースも経験される

ら1)は衰貢空貢部癌において初回治療後の再発,転移

の塵度は45%前後であり,これらを治療してもそ

の　　　　　　　は　　　でしかないと述べてい

る｡また最初の悪性腫症が治癒し長期経過後,冒

腔内に多発症として2次性症が出現したり,咽

頭,金遺などの重複癌が発見される症例も近年増

加傾向にあるといわれている　｡

そこで私たちは,統一された　　　　　を目

指して　　　年2月より口腔外科外来において月
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曜日の午後,悪性腫痘　　　　　外来(以下腫痘

外来と略す)を開設した｡腫痘外来の目的は,術

後の局所再発,頚部後発転移,頭部再発,遠隔転

移, 2次性癖を早期に発見し生存率の改善を図る

とともに, 2回冒の治療による機能障害や審美障

害を最小限に抑え　　.の向上を目指すことで

ある｡そのためにはこれまでそれぞれの担当医に

よって,まちまちな方法や受診間隔で行われてい

た　　　　　のシステムを統一し　　定の基準

の下に確実な体制を築くことが大切であると考え

られた｡

方　　　　　法

腫痘外来のシステムは表1のように,退院1ケ

月後の第--Lpl腫疫外来受診までの間に担当医は洗

浄,投薬,観案を行い,決められた間隔でCT撮

影,胸部単純撮影,局所Ⅹ線撮影,血液検査を

オ-ダーした｡それらの結果とそれまでの経過お

よび現在の状況を記我した　　　　　調査表(義

2)をあわせて,腫痕外米担当者の事前カンファ

ランスに提出したo腫症外来担当者は5名～6名

の医局員が専任として行い,事前カンファランス

ではそれぞれが分担して資料のチェックを行っ

た｡患者が腫痘外来受診時には,チェアーサイド

でこれらの資料とともに全員で患者を診察したo

さらに主治医も必ず1名以上は参加するようにし

た｡第2回目以降も同様の方法でこれらが繰り返

され,担　医と腫疫外来担当者が協力して, 1名

の患者の　　　-upが行われるようになる｡

従って腫痕外来は,担当医が行っている

upの定期的なチェック機構として働くことに

なった｡

受診間隔として(表3),術後1ケ月～4ケ月ま

では毎月, 5ケ月～12ケ月までは1回/2ケ月,

1年～2年までは1回/3ケ月, 2年～3年まで

は1回/6ヶ月, 3年以上は1回/1年とした｡

これらの間隔は最低限の基準とし,当然この間隔

の間は,担当医による　　　　　　がおこなわれ

るようにした｡また再発や後発転移などが生じた

場合には,この時点を再度　　　　　の起点と

56

表　　　　　　　システムの流れ

∴ ｢画し_j

｢垂ニ] :通院:

事前カンファレンス　→

診至､現状の説明､
iB加検査オーダー､ →
担当医への指亮

｢｢元服(班

-　診至､洗浄,投薬などfo‖

-　cT､xIP､血液検査のオーダ-､探出

-　fo　　　調査票提出

ー　担当医l名は必ず参加

表　　　　-up調査票

孟着座過8E妄

告知の有無　活　無
診断宅

T N M stage

病埋診断

手術日　　　　年　月　日

手術方孟

切除境界部
頭部転移の有無

放射線ラ合廃
化学癒孟

最終cT　　胸部×-p

した｡

C T撮影は主に撃貢部リンパ節の状況と再建部位

深部の再発をチェックする目的で行われ,術後3

年までは腫痕外来受診にあわせて撮影し, 3年以

降は必要に応じての撮影とした｡さらにCTで疑

わしい病変が発見された場合は,エコーにより詳

しく確認することにした｡次に胸部Ⅹ線撮影は,

では1年まで1回/3ケ月, 2年ま

で1回/6ケ月　　　　　　　では1年まで1

回/2ケ月, 2年まで1回/3ケ月, 2年以降は

とも1回/6ケ月とした｡

結　　　　　果

受診者総数は126名で男性75名,女性51名,延

べ患者数356名であった(表4)｡病埋診断名別の

内訳は口腔后平上皮癌が121例で全休の96%を占

めていたが,唾液腺悪性腫痕は4例だけで,腫痘

外来への受診のもれが疑われた(表5 )｡

表6は口腔后平上癌　　例)のTN分類で,
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表3　腫痘外来受診間隔と検査予定
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初 回

治療後

1ケ月

2 3 4 5 6ケ月 7 8 9 10 ll
12ケ月

(1年)

受診日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

胸部Ⅹ●P St吋戸上 Ⅱ ○ ○ ○ ○

StageⅢ,IV ○ ○ ○ ○ ○ ○

腫症マlカ- ○ ○ ○ ○

13 14 15 16 17
18ケ月

午)
19 20 21 22 23

24ケ月

(2年)

受診日 ○ ○ ○ ○

CT ○ ○ ○ ○

胸部Ⅹ●P StageI, Ⅱ ○ ○

StageⅢ, Ⅳ ○ ○ ○ ○

腫痘マI hI ○ ○

2年目以降の受診及び検査予定

腫痘外来受診

2-3年まで, 1回/6ケ月

3年以降は, 1回/1年

CT撮影

2-3年まで, 1恒]/6ケ月

3年以降は,問題発生時

胸部Ⅹ線撮影

いずれも, 2年以降は1回/6ケ月

･※経過観察中に再発や後発転移などが発現し治療を行った場合,この時点を再度　　　　の起点とするo

表4　腫症外来受診者内訳
(1998. 2-1999. 3)

受診患者数　　　126名
男性　　　　75名
女性　　　　51名

のべ患者数 356名

表5　対象症例の診断名

后平上皮癌

粘表皮癌
多形性腺腫内癌腫

好酸性腺病
側頚部后平上皮癌

121例

2例
1例

1例
1例

計126例

表6　初診時TN分幾(后平上皮癌)

Tl:30 (25%)

T2:51 (42%)

T3:

T4:

計121

No :60(50%)

Nl :31 (26%)

N2a: 2(2%)

N2b:22 (180O)

N2C: 6(4%)

N3 : 0

計121

は67%で　　　　　の約2倍であっ

た｡またリンパ節転移に関してはNOが50%を占

めていた｡ T, Nとも症例の分布は,当科受診1

次症例の比と近似していたo初回治療から腫症外

来受診までの期間では(表　　　年以内の症例が

一　57　-
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61%であったが, 6年以上経過している症例も多

く,最長20年前に手術を行っている患者も受診し

ていた｡

対象期間内での経過不良例(表8)は合計17例

で,腫症外来で発見されたものは14例　　　で

あったO　内容は暫部後発転移6例, 2次性癌4

表7　初回治療から腫痘外来受診までの期間

以
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2
　
5
　
3
　
0
　
1
　
5

5
　
2
　
1
　
1
　
1
　
1

内

　

　

　

　

　

上

126例(最長20年)

表8　経過不良例
(1998. 2-1999. 3)

腫痘外来　　腫痘外来以外

での発見　　　での発見

璽部後発転移　6例

二次性癌　6例

局所再発　2例

遠隔転移　3例

例
例
例
例

6
　
4
　
2
　
2

例
例
例
例

0
　
2
　
0
　
1

計　　17例: 14例　　　　　　例

例,局所再発2例,遠隔転移2例であったが, 2

例の2次性癌と1例の遠隔転移は,腫症外来以外

での発見であったOつまりこれらは腫痘外来と次

回の腫痘外来との問の担当医による

中に発見された｡

頚部後発転移症例6例の内訳(表9 )は全例腫痘

外来で発見され,初回手術から発見までの期間は

鼻短4ケ月,最長2年11ケ月,平均1年3ケ月で

あった｡発見のきっかけとしては6例中4例は

CTで, 1例はCTでは不明でエコーにより明ら

かとなり,もう1例はCT,エコーでは診断でき

なかったものが,触診によるリンパ節の硬度に疑

いを持ち　　　　　　　　　により確定した｡

頚部の制御は5例で, 1例の非制御は後咽頭リ

ンパ節への転移例であり,放射線照射で対応した

が最終的には脳内浸潤により死亡した｡後発転移

発場部位は患側の上内深肇リンパ節に転移をした

症例が3例,対側の上内深肇リンパ節へは1例,

対側の顎下リンパ節およびオトガイ下リンパ節へ

ばl例,後咽頭リンパ節へは1例であった｡そ

れぞれの治療としては

3例　　　　　　　　　　　　　　　　　　例,

例,放射線照射1例で

表9　空貢郭後発転移症例　6例

初回手術からの期間　　　　　部位･処置　　　　　制御･非制御　　発見のきっかけ　　予後

症例1　1年2ケ月

症例2　　4ケ月

症例3　　2年11ケ月

症例4　11ケ月

症例5　　9ケ月

症例6　　1年3ケ月

上内深撃貢

RNI)

上内深空貢
RND

後咽頭リンパ

照射

上内深蟹

)

対側上内深空貢

RND

対側顎下,オトガイ下
UND

制御　　　　　　CT

制御　　　　　　CT

非制衝　　　　　C T

制御　　　　　　CT

制御　　　　　　US

制衝　　　　　　触診

生存

肺転移

死亡

脳内浸潤
死亡

生存

死亡

生存

RND : radical neck dissection

MRND : modified radical neck dissection

UND : upper neck dissection

一　58　-
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あった.予後は生存3例,原病死3例であった｡

2次性癌の発現(表10)は6例に見られ, 4例は

腫痘外来で発見され,症例5, 6の2例は担当医

の　　　一up中に発見された｡初回手術から2

次性癌発現までの期間は,最短1年2ケ月,最長

8年2ケ月であった｡ 5例は手術により制御さ

れ,下咽頭癌の症例4は,患者自身が緩和医療を

希望され治療は行われていない｡またこの症例は

空貢部に郭活術,術後照射が行われていたため,

CT,エコーでは廠痕組織と判別が難しく,下咽

693

頭癌の発見はMRIにより初めて確認された｡そ

の他5例の発見のきっかけとしては,いずれも視

諺,触診によるものであった｡予後は生存5例,

死亡1例であった｡

局所再発例(義ll)は2例で,いずれも腫痘外来

で発見され手術により制御,生存している.発見

までの期間は症例1では2年,症例2では11ケ月

であった｡発見された再発病変は,ともに表在性

でrT lの小さな病変で発見できた｡

遠隔転移症例(表12)は3例で,腫症外来では2

表10　二次性癌症例　6例(腫痘外来: 4例)

初回手術からの期間　　　　　　部　位　　　　　　制御･非制御　　発見のきっかけ　　　予後

症例1　1年2ケ月　　　　　　左顎下腺-右空貢部　　　　　　制御　　　　　　触診
肺転移
死亡

症例2　　2年8ケ月　　　　　　舌一対側口底　　　　　　　制御　　　　　　肉眼的　　　　　生存

症例3　1年10ケ月　　　　　　下唇-上顎歯肉　　　　　　制御　　　　　　肉眼的　　　　　　生存

症例4　　1年6ケ月　　　　　　舌-下咽頭　　　　　　　　　緩和医廃希望　　MRI
生存
担癌状態

症例5　　8年2ケ月　　　　　　下顎歯肉-上顎歯肉　　　　制御　　　　　　肉眼的　　　　　　生存

症例6　　2年　　　　　　　　　上顎歯肉-下顎歯肉　　　　制御　　　　　　肉眼的　　　　　　生存

表11局所再発症例　2例

初回手術からの期間　　　　部位　　　　制御･非制御　　　発見のきっかけ　　　　予後

症例1　　　　　　　2年　　　　　　　頭粘膜　　　　　　制御　　　　　　　　肉眼的　　　　　　生存

症例2　　　　　　11ケ月　　　　　　　　舌　　　　　　　制衝　　　　　　　　肉眼的　　　　　　生存

表12　遠隔移転症例3例(腫痘外来: 2例)

初回手術からの期間　　　部位　　　制御･非制衝　　　発見のきっかけ　　　　予後

症例1　　　　　1年2ケ月　　　　　　肺　　　　　非制御　　　　　　胸部単純

症例2　　　　　1年5ケ月　　　　　　肺　　　　　非制御　　　　　　胸部単純

症例3　　　　　　1年5ケ月　　　　　　肺　　　　　　非制伽　　　　　　　　CT

-　59　-
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例が発見された｡発見までの期間は乎均1年4ケ

月で,全例肺に多発性の転移巣がみられ非制御,

原病死であった｡発見のきっかけとしては胸部単

純撮影2例　　　　例であった｡

考　　　　　察

私たちの行った腫痘外来のシステムは,ほぼ満

足できるものであったが,いくつかの改良点も示

された｡したがってこれら改良点を中心に,空貢部

後発転移, 2次性癌,局所再発,遠隔転移の4項

目に分けて考察する｡

1.頚部後発転移について

口腔癌における撃貢部リンパ節への後発転移率

は　　　　　　　　　とさまざまな値の報吾があ

る　　｡これらの相違はNOと診断した症例に

対して予防的に郭活術を行っている施設や,まっ

たく予防的には行わない施設が含まれるためと考

えられる｡当科では腫症の進達度,浸潤様式,分

化度などを参考に患者の4活背景も考慮し,総合

的に判断して適応を決め予防的部活を行ってい

る｡後発転移リンパ節の特徴としては,原発巣に

比べて高悪性を示すこと,多発性で複数領域に転

移しやすいこと,節外浸潤が高率に認められるこ

とだと言われている　｡したがって当然予後も

悪く,黒川ら8)は5年生存率　　　であったと報

吾している｡

ところで肇部の後発転移症例には初回時局所の

みの治療を行い,その後頚部に後発転移を4じた

ものと,初回局所と頚部郭清術を行い,その後郭

活範囲以外に後発転移を来したものの2つに大別

される｡特に後者の初回郭活範囲以外-の後発転

移症例の場合は,最初の郭清術によりリンパ流が

変更され,恩わぬ部位へのリンパ節転移が出現す

ることがある｡またリンパ流に変化が起こった後

の転移リンパ節の増大スピードは初回時に比べ急

速で,手術不能例となってしまったり,すでに遠

隔転移が形成されてしまっていることも経験さ

れ,比較的予後は悪いと恩われる｡私たちの6

ケース中症例　　　　　の3例は初回郭活範囲以

外への後発転移のケースでありいずれも死亡して

いる｡症例3は所属リンパ節以外への転移として

出現したため発見が遅れ,制御することが困難で

あった｡また症例2, 5では後発転移巣は手術に

より制御されたものの,その後遠隔転移が発見

され不幸な転帰をとった｡したがって初回郭活

範囲以外への後発転移症例には,遠隔転移や領

域外リンパ節への転移などに対してさらに厳重な

が必要であると考えられる｡肇部後発

転移は通常1年以内に発現するものがほとんどで

あるといわれているが　　今回の私たちの症例

中,最長症例は2年11ケ月後に発見され非制御で

死亡した｡ 2年以上経過すると私たちのシステム

では,腫痘外来受診間隔ならびにCT撮影間隔

は,半年に一一回となってしまうため,これら2年

以上経過した症例の後発転移の発見にはきわめて

都合が悪く,今後はこれらの間隔をさらに短縮す

る必要があると考えられた｡

頚部後発転移発見の手段としては,触診と造影

CTでスクリーニングすることがほとんどであっ

た｡しかしCT上でのリンパ節の大きさの情報だ

けでは転移リンパ節であるのか,炎症性の腫脹し

たリンパ節であるのかが判別不能な症例も多かっ

た｡これらに対しては超音波断層装置　　　　で

長短径比,内部エコー,辺縁不正などを参考にし

て診断の補助とした｡しかしこれでも診断のつき

にくいリンパ節もあり,これらには強繁な経過観

察を行ったO湯浅ら10)は頚部リンパ節転移に対す

るCTおよびUSによる詳しい画像診断基準を設

け,これらを用いて147例を分析したところ転移

と非転移リンパ節をiE確に診断し得た率は

であり,言呉診率は　　でどちらとも診断できな

いもの　　　であったと述べている｡したがって

現在私たちが用いることのできる機器では,診断

不能例が多く,患者を直接見て触る　　　-up

の大切さが改めて示唆された｡

2.二次性癌について

口腔内に多発癌として2次性癌が出現する比率

は岡本ら　　　　小官ら　　　　米内,大内,

塩谷ら5%と報告しており,近年増加傾向にある

といわれている　　　増加の原画は口腔癌の治
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癒率の向上と平均余命の延長により,第一癌治療

後の長期4存例が増加しているためと考えられ

る｡治療後の患者の生存率は今後も益々向上す

ることが見込まれるため, 2次性癌の早期発見

は予後を左右する重要な園子の一つであり,術後

の重要性はさらに増すものと思われ

た｡

今回の期間中に発見された2次性癌は6例で,

そのうち2例は腫痘外来以外での発見であった｡

これらは発見までの期間が8年2ケ月後および2

年後であり,腫慶外来受診間隔は半年に-回以下

となっており,この受診間隔が原因となって腫痘

外来での発見が不可能であったものと考えられ

た｡さらに2次性症出現の可能性は患者が生存す

る限り予測されるため,腫痘外来受診間隔を短縮

すると共に,期間も延長する必要があるものと考

えられた｡

発見のきっかけとしては,肉眼的に2次性癌を

疑ったものがほとんどであったが,舌癌症例で重

複症として下咽頭癌が出現した例では　　　　に

よりはじめて発見できた｡

異なる2つ以上の臓器に腫症が発生した場合は

重複癌,同-臓器内に複数個の腫症が発生した場

合を多発癌とし,これらを総称して多重癌とする

ことが-般的である｡過去の私たちの報吾14)では

口腔癌と胃癌あるいは食道癌の重複癌症例は

%に認められ,兼安ら15)は頭撃貢部癌15%に重複癌

が認められたとしている｡また組み合わせとして

は頭肇部と食違の組み合わせが最も多いと報吾さ

れている16)｡口腔と食違や咽頭は同じ后辛上皮の

の概念　　から十分な注意

が必要である部位と考えられた｡したがって定期

的な食違,胃の内視鏡検査,さらにMRIによる

咽頭部の腫慶の発見も腫痘外来の検査項目に加え

て行きたいと考えられた｡

3.局所再発について

局所再発には腫慶切除部位周囲の表在性の再発

と,切除部位の深部にあたる深在性の再発に分け

られる｡表在性の再発は肉眼的に簡単に発見でき

るため問題とならない場合が多いといわれてい

695

る｡今回の私たちの局所再発例は2例とも小さな

表在性のrTl病変であったため,簡単な追加切

除だけで制御可能であった｡一方深部よりの再発

は術後の廠痕組織や残存歯のメタルアーチファク

トが原因となり,触診や　　　　　　でも発見が

難しいことが多く　　　　　　における大きな問

題となっている｡しかし近年超音波断層装置

の目覚しい発展により,高出力で口腔内に

挿入可能な探触子が開発され,深部への腫症の進

展が発見されやすくなり庄冒されている　｡加

藤ら19'は腫痘進達度をU S所見と切除病理所見で

比較し,その誤差はわずか　　　　　　　　　で

あったと報害している｡私たちの腫症外来におい

て今後とも慎重な　　　-upを続けると共に,

将来的にはこのようなUSを用いて深部再発に対

する早期発見もJL､がけて行きたいと考えている.

口腔粘膜上皮が悪性化するときは,ある一点の

みから悪性化が始まるとは限らず,多中心性に癌

化することも考えられる　｡したがって再発の

要因としては,一般的に言われている癌細胞の取

り残しのほかに,初回手術の切除断端に残存した

種々の程度の異形上皮が癌化したとも考えられ

る　　今回の再発症例は発見までの期間が2年お

よび11ケ月であった｡ 2年後に再発した症例は,

長期経過していることより初回時に取り残した異

形上皮の癌化が,再発の原因であった可能性もあ

るものと考えられた｡これらに対する対策とし

て,現在私たちの教室では癌周囲に広がる異形上

皮をヨード生体染色により描出し,これを参考に

切除範囲を設定している｡多中心性の癌化の考え

方は,再発に関してばかりでなく,口腔粘膜多発

癌にも関係するものと考えられ,基礎的研究も行

われている　｡

4.遠隔転移に関して

口腔癌の遠隔転移の発現率は約7 %前後

で,その多くは肺-の転移であると言われてい

る｡また原田ら25)は,遠隔転移臓器は76%が肺で

あり,肇部リンパ節転移陰性群は遠隔転移の-イ

リスクグループであり,また発現までの期間は2

年以内が84%であったと報害している｡私たちの
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結果も3例すべてが初回手術から2年以内の発見

であり,非制御で死亡している｡したがって初回

治療から2年以内は,肺転移に対して肇部リンパ

節転移陽性群を*心に,厳重な往意を要するもの

と考えられた｡

遠隔転移の出現は決定的な予後不良園子である

ため,従来肺転移巣に対しては姑息的な放射線治

療や化学療法が行われているだけであった｡しか

し最近肺遠隔転移巣に対する板治療法の報吾も見

られる様になってきた　　　　肺転移に対して胸

部外科手術の進歩と麻酔など全身管理の充実に

より,切除可能な転移病巣に対して積極的に切

除手術を行い,良好な成績を治めている報吾もあ

る　｡切除可能な転移病巣とは多発性に出現し

たものではなく,単発性あるいは比較的限局して

いるものであるため,手術適応となる早期肺転移

巣の発見は今まで以上に予後を左右する重要な課

題となっているものと考えられる｡したがって腫

痘外来においても,胸部単純撮影で少しでも転移

が疑われるものは, CTや　　　　シンチグラ

フィ-を積極的に取り入れて行きたいと考えられ

た｡また肺転移が発見された後のすばやい対応の

ためには,呼吸器内科や胸部外科との連漢も重要

であるものと思われた｡

性症発現の時期より2年以上経過した症例に対

する腫痘外来受診間隔は,現在の1回/6ケ月

よりも短縮する必要があると考えられた｡また

を続ける期間も口腔多発癌の増加を考

慮して,患者が生存する限り行うべきであると思

われた｡さらに重複症発見のために定期的な食

逮,胃内視鏡検査やMRIも追加して行く予定で

ある｡深部再発やスクリーニングしにくい転移リ

ンパ節に対しては,ハワードプラーなどの新しい

U S機器によりさらに精度の高い診断が可能であ

ると考えられた｡

また肺転移に対しては,早期病変の発見のため

CTや　　　　シンチグラフィ-を導入して行き

たいと考えている｡

5.今後の展開としてはより綿密な

システムを構築し,生存率の更なる改善を図ると

共に, 2回目の治療による機能障害や審美障害を

最小限に抑えQOLの向上を冒指して行きたいと

考えている｡

本論文の要旨は,第267回東京歯科大学学会　　年6
月5日,千葉)において発表した｡

結　　　　　論

悪性腫痘　　　　　外来を　　年2月より開

設し　　　年3月までの1年間で以下のような結

果を得た｡

1.受診患者数126名で,男性75名　女性51名,

延べ患者数356名であった｡

2.腫痘外来で発見された経過禾良例は,餐部後

発転移6例,二次性癌4例,局所再発2例,遠隔

転移2例の14例であったo　これは同一期間内に発

見された全経過不良例17例の82%に及んでいた｡

3.腫痘外来の体制は,腫痘外来担当者と担当医

とが協力して定期的な受診, CT撮影,胸部単純

撮影などの間隔を決めて実施され,ほぼ満足の行

くシステムであった｡

4.今後の改善点としては,頚部後発転移,二次
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＼ト　　　　　　　　(汁-　　　　　　　　∵is aヽ刊Ti一　　　両　　　　　　　っ　｡上

ment of survivalrate, as well as for prlmary treatmentS･ Accordingly, our malignant-tumor-

follow-up-clinic star･ted since February 1998. The characteristics of this clinic are as follows :

1. To keep some strict intervals of recall.

2･ To take CT, US and X-ray photos frequently.

つ丁　　　　･　　　　　　　･　　､　　　　　'　ヽ＼つ1 1ト

The aim of this study was to analyze the results of malignant-tumor-follow-upIClinic which

was carried out by the definite standard, and still more to improve this system.

､用　　　　　　　　　　　四　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　､　　･

patients with poor prog･ress, involving 6 cases of delayed cervical lymph node metastasis, 4

cases of second prlmary Cancer, 2 cases of local recurrence, and 2 cases of distant metastasis.

These cases occupied 82% of all the poor progress patients (17cases) in the same period. There-

fore, this follow-upIClinic system was almost satisfied･ And the points to be improved in the

future were to shorten the recalling period for cases passed more than 2 years and to introduce

MRI and endoscopy.　　　　　　　　　　　　　　(The Shihwa Gahuho, 100 : 689-698, 2000)
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