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口腔偏平上皮痛の治療法は、従来より外科療
法、放射線療法が主体であったが、近年ではブ
レオマイシン(以下BLM),メソトレキセ‑ト
(以下MTX),シスプラチン(以下CDDP)など
による化学療法が加わり、各種併用療法も行わ
れるようになってきた。その結果、治療技術の
進歩とが相まって、口腹癌の治療成績は徐々に
向上しつつある。しかし、さらなる治療成績の
向上を図るためには、常に各症例ごとの臨床所
見と病理組織学的所見の総合的評価による診断
と、それに基づいた治療法の確立が重要である
と考え、砂川ら1‑5)は臨床病理学的悪性度に関
する検討を行い、報告してきた。そして当科に
おけるこれまでの治療概念6'から、上記の理由
で昭和60年4月からは、これら臨床病理学的悪

腫癌切除に伴う機能的、審美的障害はきわめて
大きく、患者に与える社会的、精神的苦痛は甚
大であり、このような口腔癌患者では根治性の
向上とともに、これら口腔機能と口腔顔面形態
の保持・改善を考慮することは重要な課題であ
ると考えられ、術後機能に関する報告も数多く
9‑23)

みられる 。しかし、舌・口底・下顎歯肉癌
患者の術後機能障害の一つである言語障害を検
討する際、障害の程度の評価を困難にしている
要因として、切除範囲の分類があいまいである
ことや同じ切除範囲であっても再建法の違いや
再建の良し悪Lによる残存舌可動性の障害のた
め、個々の症例により構昔障害の程度や特徴が
異なる問題が残されている。
そこで本研究では、舌・口底・下顎歯肉痛患
者を対象に、各症例ごとに体系的に行っている
臨床病理学的悪性度の評価およびinduction

一方、昨今では痛患者のQuality of life (QOL)
を考慮した治療法が要求されるようにもなって

chemotherapyによる腫蕩縮小率からみた臨床的
効果に基づく切除法が、患者の術後機能の温存、
特に言語機能にどのように反映しているかを解
明する目的で、手術時の切除物から計測した切
除部位別の切除面積すなわち切除範囲と100音

きた。特に進展した口腰痛を持つ患者の場合、

節語昔発語明瞭度(以後発語明瞭度)との関連

性度に基づくinduction chemotherapyならびに
手術法を体系的に採用し、良好な治療成績を治
めている7・3)。
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手術
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退院

adjuvant chemotherapy

BLM:5‑15mgx3/Y
OK‑432: 1‑5KEx 3/Y

UFT: 300‑600rag/day

MTX:500mgx2 or CDDP IOOmg

図1.口腔屑平上皮癌の治療スケジュール
(琉球大学医学部歯科口腔外科)

についてretrospectiveに検討した。さらに、術
後言語機能を客観的に評価する目的で、超音波
診断装置を用いて検索した残存舌可動性と発語
明瞭度との関連を評価することによって構音障

下顎骨再建は、 Al0金属プレートによる再建が

害を引き起こしている要因を検討した。

痛19例、ロ底癌12例、下顎歯肉痛8例)を対象
に発語明瞭度、舌最大運動量、舌運動量左右差、
舌運動時間を観察した。また対照として口腫疾
患が認められない健常人10名についても同様に
^mm

a
対象は、当科における舌・口底・下顎歯肉痛
患者のうち、 induction chemotherapy後に手術
を行い、術後1年以上経過し、言語所見評価時
に再発や転移などが認められなかった□膝偏平
上皮痛51症例である。
原発巣の部位別内訳は、舌縁部を中心とする
舌癌25例、口底前方部を中心とする口底痛15例、
正中または臼歯部の下顎歯肉痛11例である。
T分類別では、舌癌はTl症例12例、 T2症
例9例、 T3症例1例、 T4症例3例、口底痛
はTl症例2例、 T2症例9例、 T4症例4例、
下顎歯肉癌はTl症例3例、 T2症例3例、 T
4症例5例であった。
当教室で行っているinduction chemotherapy
の治療スケジュールは、 BLMを中心として、
臨床病理学的悪性度の高い症例ではCDDPや
MTX等の追加投与も行われた(図1)0
軟組織再建は、中間層植皮15例(舌9例、口
底6例)、 D‑P皮弁6例(舌1例、ロ底5例)、
筋皮弁3例(舌2例、口底1例)などが行われ、

口底痛の2例に施行されていた。
残存舌可動性の言語機能に与える影響に関し
ては、超音波診断装置により検索できた39例(舌

方

法

I.臨床病理学的悪性度の評価とinduction
chemotherapy施行例の臨床的効果
A.臨床病理学的悪性度の評価
臨床病理学的悪性度の評価は、初診時の腫癌
の臨床所見と病理組織学的所見の各評点の総合
得点を用いて行った(表1)。すなわち、各種
臨床病理学的所見として、臨床所見は、 UICC
(1978年)のTNM分類によるstage分類および
発育様式、病理組織学的所見は、生検標本
(H‑E染色)からの腫蕩実質における組織学的分
化度、細胞異型度(Cellular Atypism:C.A.T.) 、
核分裂指数、腫癌問質における単核細胞浸潤度、
腫蕩宿主境界部における痛細胞浸潤様式(山
本、小浜の分類)4‑を検索し、各所見の評点から
総合得点を求め、これらの得点により4‑7点
を低悪性、 8‑12点を中悪性、 13‑17点を高悪
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表1.臨床病理学的悪性度の評価

1

2

3

4

5

6

(臨床所見)

StageI, D
S t a g e

imixmm

StageI , D
+外向性発育

内向性発育

Stagem. IV

+内向性発育
StageIII , IV

+外向性発育

(病理所見)

分化度
C.A.T.

分裂指数

単核細胞浸潤
癌浸潤様式

分裂指数(低)

多

四SZB麹

中等慶一低分化型
c.a.t. <n,m)
分裂指敷く低.中)

高〜中等度分イヒ型
C.A.T. ]

C. A.T. ID

分裂指数(高)

中または少

1型または2型

3型

4C型

4D型

合計点数:低悪性(4‑7点),中悪性(8‑1 2点).高悪性(13‑1 7点)

性とした。なお、これらの分化度、 C.A.T.、核
分裂指数の評点は小浜の分類5'を改変して用い
た。
B. Induction chemotherapy施行例の臨床的効
果判定
腫蕩縮小率は、頭頚部痛取扱い規約24王基づ
き初診時およびinduction chemotherapy後の腫
嬢の大きさを長径と短径の計測値の積で表し、
それぞれの値を次式に代入して算定した。
腫痛縮小率‑100× 1

duction chemotherapyによる臨床的効果著効の
症例に対して行った切除法で、 surgical margin
をinduction chemotherapy後の腫癌の大きさか
ら10mm以下に設定。
部分切除:低悪性で有効あるいは無効例、中
悪性の全例、高悪性で著効あるいは有効例に対
して行った切除法で、 surgical marginを10‑
20mmの範囲に設定。
拡大切除:高悪性で無効例に対して行った切
除法で、 surgical marginを20mm以上に設定。

induetion chemotherapy
化 字疎放効 果
耳床
何理学的 悪

後における腫癌の長径×短径

育: 劾 …有 功

無 効

旺 碁 tl

初診時における腫癖の長径×短径

中 惑 tt
高 慈 tt

なお、腫蕩縮小率からみた臨床的効果の判定は、
腫療縮小率90%以上を著効、 50%以上90%未満
を有効、 50%未満を無効とした。

□局耶確

□紛棚

田拡‑

Ⅱ.原発巣切除範囲(surgical margin)の決定
原発巣の切除範囲は、臨床病理学的悪性度と

図2.切除法(Surgical margin)の決定方法

induction chemotherapyによる臨床的効果を参
考にして決定した(図2)。その際、切除法を
次のごとく分類した。
局所切除:臨床病理学的悪性度低悪性、 in‑

皿.部位別にみた切除物における切除面積の計
測

値癖の大きさ(長径×短径)の計測は、実際
の口庭内で容易に行えるが、切除面積を口腔内
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で計測することは困難であるため、切除物を用
いて行った。すなわち、スケールの入った切除
物の写真から画像解析ソフト(コスモゾーン)
を用いて計測し、それぞれつぎのごとく各切除
部位の面積を算出した。
舌縁部の切除面積:舌、口底部の表面粘膜部
の面積
口底部の切除面積:下顎歯槽歯肉舌側の表面
粘膜部の面積

写真1.舌緑部の切除面積

下顎骨の切除面積:下顎骨の頬唇側面の面積
なおこれらの計測は、それぞれ3回ずつ行い、
その平均値を切除面積とした(写真1, 2, 3),
Ⅳ.術後言語機能の検索
A.発語明瞭度検査
構音機能の評価には、日本語無意味音節100
語音の単音節発語明瞭度検査251を用いた。
at randomに配列された語音表を、被検者に
1音節約2秒間隔で音読させ、テープレコー
ダー(SONY TCD‑CIO)を用いてデジタル録音
し、これを健常な聴覚機能を有する5名の聴取
者によって聞き取らせ、正しく聴取された音節
数の平均値を平均正当率として表し、発語明瞭
度とした。
B∴超音波診断装置を用いた残存舌可動性の
評価

写真2.口底部の切除面積

残存舌可動性は、 /ka/発音時における最大運
動量、運動量の左右差、運動時間を求め、発語
明瞭度との関連から評価した。
1.装置
残存舌可動性の評価は、超音波診断装置(棉
河メディカル RT‑2800)を用い、リニア電
子走査方式にて行った。

2.観察、記録および計測方法
観察=残存舌構音動態の観察は、探触子(H
型7.5MHZ)を舌に対してcoronalの面で、なお
かつ舌背が描出できるよう顎下部皮膚直下に設
置後、舌後方部の動きを観察するために/ka/
を発音させ、舌と口蓋の接触パターンが確認で
きるように探触子の角度を合わせて固定した状
態で行った(写真4)0

写其3.下顎骨の切除面積

記録:超音波診断装置で観察した/ka/発音時
の残存舌構昔動態を8mmビデオテープに録画
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(Q3)の距離(皮膚面からL,M,Rまでの垂直距離)
を計測して求め、その差が最も大きい値を舌最
大運動量とした。
舌運動量左右差: L,R点の舌運動量の差を求
め、舌運動量の左右差とした。
舌運動時間: /ka/発音時の舌初動時(Qi)か
ら/a/で舌位が安定するまでの時間を計測した。
V.統計処理
統計処理における相関関係の検索は、各デー
タ群の正規性を確認後、ピアソンの相関係数

写真4.観察方法

(r)を用いた。
また初診時および化学療法後の腫傷の大きさ
の変化では‑標本t検定により有意差を求め
た。
結

果

I.臨床病理学的悪性度、 induction chemother‑
apyによる臨床的効果
臨床病理学的悪性度は、舌痛症例では低悪性
7例、中悪性14例、高悪性4例、口底痛症例で
は低悪性2例、中悪性9例、高悪性4例、下顎
歯肉痛症例では低悪性3例、中悪性、高悪性が
それぞれ4例であった(表2)0
写真5. /Ka/発音時の舌運動の計測方法
(左) /Ka/初動時(Ql)
(中央)舌背最高位の時点(Q2)
(右)/a/における舌位安定時

表2.部位別の臨床病理学的悪性度
舌癌群

口底痛群 下切胎内癌群

低悪性

(VICTOR BR‑8600)した後、ストップモーショ
ンにて30分の1秒ごとに構昔時の舌の動きを分
析し、舌初動時(Ql)と舌背が最高位に達した
時点(Q2)および/a/で舌位が安定した時点(Q
3)の画像をポラロイドフイルムに撮影して記
mitzo
計測方法:舌背までの距離は、画像上での舌
背中央部(M)と左右下顎骨内面の中点(L,R)
を求め、この中点と顎下部皮膚面からの垂直距
離を計測した(写真5)
舌最大運動量:舌運動量は、 /ka/発音時の舌
の最高位(Q2)と、 /a/で舌位が安定した時点

中昔性

1 2
14

27

両磁性

計

計

1 2

25

15

11

51

・初診時の腫癌の大きさとinduction che‑
motherapy後の腫癌の大きさの変化との関連で
は、舌癌、口底痛、下顎歯肉癌ともに腫癌は縮
小傾向を示し、統計学的に有意差が認められた
(舌癌:p(0.01、口底癌: P〈O.05、下顎歯肉痛:P
く0.05)

これらinduction chemotherapyによる

腫蕩縮小率からみた臨床的効果は、舌痛では著
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効5例、有効12例、無効8例、口底痛では有効
9例、無効6例で、著効症例は認められず、下
顎歯肉痛では著効5例、有効2例、無効4例で
あった。これらinduction chemotherapyにより
50%以上腫壕が縮小した有効以上の症例は、舌
痛25例中17例(68.0%)、口底痛15例中9例
(60.0%)、下顎歯肉痛11例中7例(63.6%)で
あり、全症例51例の有効率は64.7% (51例中33
例)であった(図3)0
Ⅱ.臨床病理学的悪性度、 induction chemo‑
therapy前後の腫癖の大きさならびに切除面積、
切除法と発語明瞭度との関連
A.臨床病理学的悪性度と術後発語明瞭度と
の関連
舌・口底痛症例では、臨床病理学的悪性度が
高くなるに従い、発語明瞭度は低くなっており、
統計学的に有意な負の相関を示した(舌癌:p
く0.01、口底痛: pく0.05)。

下顎歯肉痛症例では、臨床病理学的悪性度に
関係なく発語明瞭度は比較的高い値を示す症例
が多く認められた(図4)0
B.初診時およびinduction chemotherapy後の
腫癖の大きさと発語明瞭度との関連
初診時の腫壕の大きさと発語明瞭度との関連
では、舌痛症例は初診時およびinduction che‑

motherapy後の腫癖が大きい症例ほど、発語明
瞭度は低くなる傾向が認められ、統計学的に有
意な相関が認められた(初診時:P(0.001、 in‑
duction chemotherapy後: pくO.oi)。 (図5 )0
ロ底痛症例では、初診時の腫癖の大きさと発
語明瞭度との間には統計学的に有意な相関は認
められなかったが、腫醇が大きい症例ほど発語
明瞭度は低くなる傾向を示した。一方induction
chemotherapy後の腫癖の大きさと発語明瞭度
との間には統計学的に有意な負の相関が認めら
れた(pく0.01 (図6)0
下顎歯肉痛症例では、初診時およびindue‑
tion chemotherapy後の腫蕩の大きさに関係な
く発語明瞭度が比較的高値を示す症例が認めら
れた(図7)0
C.切除面積および切除法と発語明瞭度との関
逮

舌癌症例の切除面積と発語明瞭度との関連で
は、切除面積が広くなるに従い、発語明瞭度は
低下しており、統計学的に有意な負の相関関係
を示していた(P〈O.01),切除法と発語明瞭度
との関連では、局所切除例5例とも発語明瞭度
は90%以上を示していたが、拡大切除を施行し
た1例は発語明瞭度が59.6%と低値であった。
なお、舌癌症例では下顎骨切除を伴った症例は
認められなかった(図8)0
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図3.初諺時およびinduction chemotherapy後の腰痛の大きさの変化
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図4.臨床病理学的悪性度と発語明瞭度との関連
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図5.初診時およびinduction chemotherapy後の腫癌の大きさと発意明瞭度との関連
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図6.初診時およびinduction chemotherapy後の腰痛の大きさと発語明瞭度との関連
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図7.初診時およびinduction chemotherapy後の腰痛の大きさと発語明瞭度との関連

と発語明瞭度との関連は、下顎骨を広範囲に切
除した症例でも発語明瞭度の高い症例が認めら
れることもあり、明らかではなかった。切除法
発

別には、部分切除例の発語明瞭度が70%以上を
示した症例は13例中7例に認められたが、拡大
切除を施行した2例の発語明瞭度はそれぞれ
44.2%、 39.2%と低値を示していた(図9)。
下顎歯肉癌症例では、口底部への浸潤に伴い

語
7
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0

0

明

切除した口底部の切除面積と発語明瞭度は統計
瞭

学的に有意な負の相関関係を示し(P〈O.001)、
口底痛症例の場合と同様の傾向であった。しか

度

し、下顎骨の切除面積と発語明瞭度との関連で
は、下顎骨を広範囲に切除した症例でも発語明
瞭度は高値を示すこともあり、両者間に相関は
認められなかった。切除法別のロ底部、下顎骨
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図8.切除面積、切除法と発語明瞭度との関連

の切除面積と発語明瞭度との関連では、局所切
除3例はいずれの場合でも、口底部や下顎骨の

口底痛症例における口底部の切除面積と発語
明瞭度との関連では、口底部の切除面積が広く
なるにつれて発語明瞭度は低くなり、両者間に

切除量が少なく、全症例とも発語明瞭度は80%
以上の高値を示していた。部分切除4例、拡大
切除4例では、口底部の切除面積が大きくなる
に従い、発語明瞭度は低下し、下顎骨の切除面

は有意な負の相関関係が認められた(P〈O.01),
しかし、原発巣切除に伴った下顎骨の切除面積

積との関連では、切除面積に関係なく発語明瞭
度は比較的高値を示した(図10),
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Ⅲ.健常人における発語明瞭度と/ka/発昔時の
舌最大運動量、舌運動量左右差、舌運動時間と
の関連
健常人10名の発語明瞭度は平均97.4%であ
り、ほぼ一定の数値を示していた。
/ka/発音時の舌最大運動量は、最小9.3mm、
最大12mm、平均10.4mmであった。舌運動量左
右差は平均0.9mmであり、左右差はほとんど認
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舌運動且左右差
図13. /Ka/発音時における舌運動量左右差と
発語明瞭度との関連

められなかった。舌運動時間は、最小10/30秒、
最大14/30秒であり、平均11.8/30秒であった。
これらの結果より、健常人の発語明瞭度と舌
最大運動量、舌運動量左右差、舌運動時間は一
定の関連が認められた(図11 。
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Ⅳ.残存舌可動性の言語機能に与える影響
A. /ka/発音時の舌最大運動量と発語明瞭度
との関連
舌・口底・下顎歯肉痛症例では、健常人と比
較して舌最大運動量の小さな症例が多く認めら
れた。これら舌・ロ底・下顎歯肉痛症例におけ
る舌最大運動量と発語明瞭度との関連では、両
者間には統計学的に有意な相関は示さなかった
が、舌最大運動量が10mm以上と健常人に近い
症例では、発語明瞭度が高値を示す症例が多く
認められた(図12)。
B. /ka/発昔時の舌運動量の左右差と発語明
瞭度との関連
舌・口底・下顎歯肉痛症例では、健常人と比
較して舌運動量左右差の大きな症例が多く認め
られた。しかし、左右差が大きな症例でも発語
明瞭度が高値を示す症例や左右差が小さな症例
でも発語明瞭度が低い症例があり、両者間に統
計学的な相関関係は認められなかった(図13)。
C. /ka/発音時の舌連動時間と発語明瞭度と
の関連
舌・口底・下顎歯肉痛症例では、健常人と比
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性度の臨床的意義ならびに予後との関連につい
て各症例の臨床病理学的悪性度が高い症例に予
後不良の傾向があることを報告している。これ
らの研究成果に基づいて、当科でも口腫偏平上
皮痛症例の臨床病理学的悪性度を評価し、
BLMを主体とした悪性度別のinduction che‑
motherapy後に手術を行う体系的な治療法を採
用してきた。その結果、本研究対象症例のin・
duction chemotherapyによる腫癌の大きさの変
化では、舌痛症例、口底痛症例、下顎歯肉癌症
例ともに、いずれも統計学的に有意に縮小して
おり、 induction chemotherapyによる腫蕩縮小
効果すなわち臨床的効果が期待できた。また、
induction chemotherapy後の手術法に関して京
極ら26厄、化学療法後のsurgical marginの設定
には、腫蕩の大きさや腫癖縮小率のみならず、
とくに癌細胞浸潤様式などの腫傷の組織学的悪
性度を考慮することが重要であると報告してい
る。われわれもsurgical margin設定の際には、
臨床病理学的悪性度と化学療法効果の程度によ
り、前述のごとく局所切除、部分切除、拡大切
除に分けて適応してきたところ、現在では著し
く治療成績も向上しつつある。このように臨床

較して運動時間が長い症例が多く認められた。
発語明瞭度と舌連動時間との関連では、舌運動
時間の長い症例で発語明瞭度は低くなってお

病理学的悪性度とinduction chemotherapyによ
る臨床的効果に基づく切除法を選択すること
は、口腔痛治療成績の向上に対して意義のある
ものと考えられた。

り、両者間に統計学的に有意な負の相関(P
く0.001)が認められた(図14)。

Ⅲ.臨床病理学的悪性度およびinduction che‑

考

察

I.臨床病理学的悪性度の評価およびindue‑
tion chemotherapyの意義について
近年、痛治療技術の進歩ならびに各種皮弁を
用いた再建法の確立により広範囲な腫蕩切除が
可能になってきた。しかし機能温存を考慮した
手術法に関して、術後機能を評価し、手術法と
の関連について検討した報告は少ない10.ll)。
砂川ら2厄、口腔偏平上皮痛患者について、
初診時の臨床病理学的所見から評価した臨床病
理学的悪性度から、 BLM投与による腫癖縮小
率を予測できることを示唆し、臨床病理学的悪

motherapyの言語機能に与える効果について
口腔癌患者の臨床病理学的所見と術後機能に
ついての報告は著者らの渉猟した限りではかな
り少ない.堤田9'は舌痛患者について、初診時
の腫癌の臨床所見や病理組織学的所見から術後
の構音障害に影響を及ぼす要因を検索してい
る。この報告の中で、術後の構音障害すなわち
発語明瞭度に最も影響をおよぼす要因として、
臨床所見では腫癌の進展範囲(T分類)、頚部
転移(N分類)、病理組織学的所見では癌細胞
浸潤様式、組織学的分化度の4つの因子を挙げ
ている。
本研究における結果では、舌癌、口底痛の臨
床病理学的悪性度と発語明瞭度との関連におい
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て、舌痛症例で統計学的有意な相関を示し、ロ
底痛症例でも高悪性の症例ほど発語明瞭度が低
下していることから、術前における臨床病理学
的悪性度の程度が術後の構音機能を反映し、ま
た、 induction chemotherapy後の腫傷の大きさ
と発語明瞭度との相関が認められたことは、
induction chemotherapyによる臨床的効果も術
後機能に関連しているものと考えられた。下顎
歯肉痛の場合は、臨床病理学的悪性度または
induction chemotherapyによる臨床的効果に関
係なく発語明瞭度は比較的高値を示す症例が多
く認められたが、これは下顎骨の切除が主体で、
言語機能に与える影響が大きいとされている口
底や舌組織の切除量が少ないためと考えられ
た。これらの結果は、堤田の臨床病理学的4因
子が術後の構音障害に影響を及ぼすとした報告
とほぼ同様であるが、さらにわれわれが行って
いる臨床病理学的悪性度の評価やinduction
chemotherapyによる臨床的効果なども、術後の
言語機能に関連する要因であることが示唆され
た。
Ⅲ.切除部位別の切除面積、切除法と発語明瞭
度との関連について
口脇癌原発巣の切除法や切除範囲と構音障害
との関連を検討した報告は多数みられるが、切
除法や切除範囲の分類は、 「頭頚部痛取扱い規
約」 24'に準じた切除法12‑14)や様々な切除範囲の
分類15‑17'などが用いられている。しかし、これ
らの分類では、舌・口底・下顎骨の切除範囲を詳
細に規定することは不十分であったり、また
各々の分類を組み合わせると数多くなることか
ら、一定の客観的評価を得ることは困難な場合
が少なくない。そこで、本研究では切除物を用
いて各切除部位別の切除面積を計測し、切除面
積および切除法と発語明瞭度との関連を検討し
た。なお、従来の報告では切除量の規定が様々
であるため、今回われわれは切除面積を評価し
て切除量の大きさを表した。
舌癌症例の切除量と発語明瞭度に関しては、
川口ら川は舌癌の切除前後径および切除横径を
計測し、発語明瞭度との関連を検索しているが、
切除前後径、切除横径が大きくなる程、発語明

瞭度が低下することを報告している。本研究結
果でも切除面積と発語明瞭度との関連で、切除
面積が広くなるほど発語明瞭度は低下していた
ことから、舌縁部切除後の発語明瞭度は、従来
の報告12‑17)と同様に舌の切除量に関連している
と考えられた。
口底痛症例における切除量と発語明瞭度との
関連では、ロ底部の切除範囲が広くなるほど発
語明瞭度は低下していた。今井ら12'の報告によ
ると、口底の切除による言語機能の低下は外舌
筋の切除、主にオトガイ舌筋の侵輿が関与して
いるとされている。オトガイ舌筋は、下顎骨の
内側のオトガイ突起付近から発し、扇形に広
がって舌の中を広くのびており、舌全体を前方
に出す作用と舌背正中部を下方に引く作用があ
る。この働きは、主に/i/や物音を構音すると
きの舌運動に重要である27'とされており、外科
的切除によるオトガイ舌筋の侵製は、構音障害
をおこす大きな要因になるのではないかと考え
られる。本研究で対象とした口底痛切除症例で
は、口底前方部に集束するオトガイ舌筋や他の
舌骨上筋群の切除が主であり、拡大切除例では
舌尖部や舌背部まで切除する症例も認められ
た。その結果、切除面積が広くなる程、発語明
瞭度が低下していたことは、切除時に他の口底
筋に比較してオトガイ舌筋への侵襲を大きくし
たためと考えられ、それに伴った舌の機能的な
運動障害による発語明瞭度の低下が考察され
た。
口底癌15例中13例に、口底部の切除と同時に
下顎骨切除が施行されていた。下顎骨切除方法
は下顎辺縁切除11例、下顎区域切除2例であっ
たが、下顎骨の切除面積と発語明瞭度との関連
は認められなかった.松田18厄、下顎骨切除症
例における構音運動について、下顎骨切除症例
は舌・□底の切除範囲の程度により構音状態は
左右され、舌・口底が温存されている場合は、
下顎骨の切除による構昔時の顎運動障害を、残
存された舌運動能により代償しているのではな
いかと報告している。
本研究結果でも、下顎骨の切除を伴った□底
痛症例の発語明瞭度の低下は、口底部の切除面
積に影響を受けていたことから、口底癌の術後
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構音障害は、口底組織の切除量、おもに外舌筋
への侵聾の程度が、構音障害を重度にしている
大きな要因と考えられ、下顎骨の切除量との関
連は少ないものと推測された。
下顎歯肉痛症例における切除量と発語明瞭度
との関連では、下顎骨の切除量との関連は少な
く、発語明瞭度の低下は口底部の切除面積に関
連しており、口底痛症例と同様な傾向であった。
しかし、下顎歯肉癌症例では全症例とも発語明
瞭度は70%以上認められ、舌痛症例、口底痛症
例に比較して高値を示していた。このことは下
顎歯肉痛の場合、口底部の切除量が少なく、舌
ならびに口底組織を比較的温存できた結果と考
えられた。
以上の結果から、舌・口底・下顎歯肉痛症例
における術後の言語障害は、主として舌・口底
の切除量すなわち内舌筋、外舌筋の侵襲の程度
に関連していることが考えられた。今後、口腔
痛治療に際して、術後の言語機能を温存するた
めには、同部位への外科的侵製をいかに最小限
にできるかが重要であると考えられ、 induction

判

207

拡大切除症例では、発語明瞭度は他の切除症
例に比較して低値を示していた。このことは、
拡大切除が臨床病理学的悪性度高悪性、 indue‑
tion chemotherapy無効例に施行され、機能温存
を考慮することよりも根治性に、より重点をお
いた結果、切除範囲が舌根部、口底部に広範囲
に及んだためと推測され、これら高悪性の効果
無効例に対する機能温存治療は今後の課題であ
ると考えられた。しかし、臨床病理学的悪性度
の評価とinduction chemotherapyによる臨床的
効果に基づく切除法によって多くの症例に根治
性の向上と良好な術後言語機能が得られたこと
から、これらを検討することは、舌痛、口底癌、
下顎歯肉癌症例に対して行われた治療法は、術
後言語機能の温存に有用な治療法であると考え
られた。
Ⅳ.残存舌可動性について
切除範囲以外に術後構音障害を生じる大きな

chemotherapyを効果的に行い、腫癖を縮小させ
て手術を行うことの意義が示唆された。

要因として、術後の残存舌可動性の低下に伴う
運動障害がある。その原因としては、術後の癖
痕収縮などによる舌強直または再建による残存
舌可動性の阻害などが考えられる。近年、形成

また、各切除法と発語明瞭度との関連では、
それぞれ高い関連が認められた。すなわち局所
切除例では、舌癌、下顎歯肉痛ともに舌・ロ底

外科的治療技術の向上に伴い、口腔痛切除によ
る欠損部への再建法はかなり進歩してきたが、
口腔機能の再建はいまだ困難な症例が多く、未

部の切除面積は小さく、発語明瞭度は良好で
あった。局所切除は低悪性、 induction che‑

解決な今後の課題として残されている。特に舌
・口底痛の拡大切除では残存舌可動性を妨げな
い舌再建手術は十分とはいえないのが現状であ

motherapy著効例に適応されたが、このような
症例では術後言語機能の温存が十分に図られ得
るものと考えられた。
部分切除症例では、切除面積と発語明瞭度と
の関連は明かでなく、明瞭度の高い症例から低
い症例まで広範囲に分布していた。しかし、部
分切除症例における切除範囲の設定は、臨床病
理学的悪性度やinduction chemotherapyによる
臨床的効果の程度によって決定しているが、
induction chemotherapyによる臨床的効果有効
以上の症例では、効果に応じた切除範閏が設定
できる場合が多く認められるため、無効例や
induction chemotherapy非施行例に比較して、
切除範囲を縮小できる可能性があるものと考え
られた。

る。舌・口底欠損部の再建法と術後の言語機能
を検討する際、再建法の選択が切除部位、切除
範囲により異なってくるため、比較検討が難し
いこと、同じ切除範囲、同じ再建法であっても
破痕の程度や療痕形成部位の違いにより構音障
害の程度や特徴が変わってくることがある。そ
こで、本研究では再建法の違いによる言語機能
について検討するよりも、 "言語機能障害を最
小限にするためには、どのような再建を行わな
ければならないか"を検討すべきであるとの考
えのもとに術後の残存舌可動性について検討し
た。
従来、舌・ロ底切除後の舌運動を動的に醗察
した報告として、進ら19'やSalibianら20'などのX

蝣ササ
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線を応用した方法があるが、これらは観察でき
る部位の制限、生体におよはすⅩ線被曝、軟組
織描出のための造影による問題点、検査場所の
制約などの欠点がある。また、ダイナミックパ
ラトグラフティ一により舌・口蓋の接触パター
ンを動的に観察する方法は、舌前方部や舌中央
部の舌口蓋の接触パターンを観察するのには優

/ka/発音は、対象症例の術後の残存舌可動憶を
評価するのに最も適している音と考えられた。
また、超音波診断装置の唯一の欠点とされてい
る再現性は、各症例の/a/発声時の舌位をそれ
ぞれ一定に保ち、 /ka/で舌が口蓋に接触する状
態を描出することによって解決でき、健常人の
検索でもほぼ一定の値が得られたことから確保

れている▲9.20か、舌後方部、特に構昔時に軟口
蓋と接触する音における舌の動きの観察は困難

されるものと考えられた。
術後の舌可動性と発語明瞭度との関連につい
て、秋月ら23厄、舌切除患者の舌運動や形態的
特徴を超音波診断装置を用いて観察し、舌後方

である。これに対して超音波診断装置を応用す
る方法は、 1)任意の面での断層像を措出し観
察できる2)軟組織の描出性に優れる3)人体に
無害である4)リアルタイムに観察できる、な
どの特徴をもつため舌運動の観察、特に舌後方
の動きに対して有用な方法であると考えられる
ため、本研究の残存舌可動性の検索には超音波
診断装置を用いた。
本研究では残存舌可動性に関しては/ka/発音
時の構音状態を観察した。
その理由として、 1)最も外科的侵製を受け
にくい部位により構音される昔である2)歯牙
の有無や補綴的な影響をうけにくい3)代償構
音を得にくい4)継続母音/a/における舌位が最
も低いため動きを比較観察するのに有利である
5)後続母音/a/における舌面が他の母音と比較
して舌根部で平坦であるため超音波診断装置で
描出しやすい、などが挙げられる。さらに、上
村ら28厄、健常者の/ka/発音時の構音動態は、
舌根部の挙上(茎突舌筋、口蓋舌筋)や舌根部
の内舌筋(横舌筋)のもり上がりにより、軟口
蓋のわずかに前方で声道が閉鎖され、その後、
舌面が口蓋にそって前後にすべるように舌を平
坦化(縦舌筋)させ、また舌骨上筋群や舌骨下
筋群により/a/の位置まで舌面をすばやく下降
させることにより構音されているとし、また、
この際の舌面の下降には下顎の下降による要素
は含まれるものの大きな要因ではないと報告し
ている。本研究の対象症例においては、内舌筋
では舌根部がもっとも温存されており、外舌筋
でも茎突舌筋や口蓋舌筋、舌骨上筋群は比較的
温存されていることから、解剖生理学的にも舌
後方音の明瞭度はもっとも障害されにくい音節
であったことが推測された。これらの理由から、

部の運動量や左右対称性が悪い症例に発語明瞭
度は低い傾向があり、再建時の舌後方部の舌体
積の確保と運動性、左右対称性を付与すること
が必要であると報告している。
本研究の結果でも、健常人と比較して/ka/発
音時の舌最大運動量が低値で、舌運動量左右差
が大きく、舌運動時間の長い症例が多く認めら
れた。すなわちこれらの結果は、術後残存舌の
強直や再建による残存舌の運動阻害などのため
であろうと推測された。しかし/ka/発音時の舌
運動時間のみに発語明瞭度との間に関連が認め
られたことは、舌のすばやい動きを必要とする
舌後方音以外の破裂音や摩擦音などに反映した
ものと考えられ、術後の言語機能評価に際し、
/ka/発音時の残存舌運動時間を検索することも
重要であることが示唆された。
以上の結果から舌・口底・下顎歯肉癌の術後
の構昔障害を少なくするためには、根治性を失
わずに可及的に機能を温存できるような切除範
囲の設定と残存舌の可動性を損なわないように
悪性度別、 induction chemotherapyの臨床的効
果に基づいた手術法の選択や開発が必要である
と考えられた。

結

論

induction chemotherapy後に手術を行った
舌・ロ底・下顎歯肉痛患者51症例を対象に、
術後言語機能に影響を与える要因と切除範囲な
らびに術後の残存舌可動性について検討した。
1.口腔痛患者の初診時臨床所見と生検標本に
よる病理組織学的所見から評価した臨床病

津波古
理学的悪性度と術後の100音節発語明瞭度と
の関連では、舌癌、口底痛ともに悪性度が高
くなるに従い、発語明瞭度は低くなっており、
両者間に統計学的に有意な負の相関関係が認
められた(舌癌:pく0.01、口底痛:pく0.05)。
下顎歯肉痛では、悪性度に関係なく発語明瞭
度は比較的高値を示していた。
2.初診時およびinduction chemotherapy施行
後の腫癖の大きさと発語明瞭度との関連にお
いて、舌痛では初診時およびinduction che‑
motherapy後の腫傷の大きさと発語明瞭度
は、統計学的に有意な負の相関関係が認めら
れた(初診時: pく0.001, induction chemother‑
apy後:pく0.01),口底痛では、初診時の大
きさと発語明瞭度との関連は明らかではな
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良い症例が認められたO 今回対象とした口臆
病患者における舌最大運動量、舌運動量左右
差、舌運動時間と発語明瞭度との関連では、
舌最大運動量、舌運動左右差ともに統計学的
に有意な相関は認められなかったが、舌運動
時間では有意な負の相関関係を示した(P
く0.001)。

以上の結果から、舌・ □底・下顎歯肉癌症例
の治療に際し、各症例の臨床病理学的悪性度と
induction chemotherapyによる臨床的効果に基
づいて切除範閲を決定することは、術後の言語
機能に影響を及ぼしていると推測された舌・口
底組織の切除量を減少することが期待できる治
療法であると考えられた。

かったが、 induction chemotherapy後の腫癖
の大きさと発語明瞭度との間に、統計学的に

術後の残存舌運動機能を評価する際、超音波
診断装置は有用であり、舌・口底・下顎歯肉癌
の術後の言語障害を予防するためには、残存舌

有意な負の相関関係が認められた。下顎歯肉
痛では、初診時およびinduction chemother‑

の可動性、特に舌根部のすばやい動きを妨げな
い手術法の選択や開発が必要と考えられた。

apy後の腫壕の大きさに関係なく、発語明瞭
度は比較的高値を示した。
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り、術後の発語明瞭度も比較的高値を示した。
高悪性、無効例に対して施行した拡大切除荊・:
例では、舌癌、口底痛、下顎歯肉癌ともに舌・
ロ底部の切除面積が大きくなっており、発語
明瞭度も比較的低値を示した。
5.術後の残存舌可動性では、健常人と比較し
て/ka/発音時における舌最大運動量は低値を
示し、舌運動左右差が大きく、舌運動時間が
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The Studies on Postoperative Speech Function Following Induction
Chemotherapy for Squamous Cell Carcinoma of Oral Regions

Wakatsu Tsuhako
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ABSTRACT
Fifty one cases with squamous cell carcinoma in oral regions (25 tongue,15 floor of mouth, ll
lower gmgiva) were studied to reveal the effect of induction chemotherapy and movement of residual
tongue for the postoperative speech function. Three surgicalsafe margins in the resection were de‑
cided in consideration of the grade of clinico‑pathological malignancy and the clinical effect of indue‑
tion chemotherapy: the local resection for low grade of clinico‑pathological malignancy with marked
clinical effect of induction chemotherapy, the wide resection for high grade malignancy with none
clinical effect in the chemotherapy and the partial resection for the others. Articulatory function af‑
ter excision was assessed by 100 Japanese syllable speech intelligibility test. Tongue mobility of 42
cases was analysed with ultrasonography. The results of present study were as follows: 1) The post‑
operative speech intelligibillity score was related to the extent of resected tongue and mouth floor,
whereas correlation between the score and the extent of mandibulectomy was not observed. 2) The
postoperative intelligibility score correlates with the grade of clonicopathological malignancy and the
tumor size after induction chemotherapy. 3) The score of speech intelligibility was the best in the
local resection cases, the secondly in the partial resection cases and the worst in the wide resection
cases. 4) Tongue movement of the postoperative patient was smaller in amount, poorer in symmetri‑
calness and slower in duration then normal. Especially the duration of tongue movement in the /ka/
sound was related to the speech intelligibility. These result suggested that the induction chemother‑
apy and surgical procedures taking into account the malignancy grade after the evaluation of the
clinico‑pathological findings will help to improve the postoperative speech function. Operation
methods which conserve the mobility of residual tongue should be selected to minimize the postop‑
erative speech disorders.

