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ABSTRACT

Five lower gingival cancer cases on response to induction chemotherapy were investigated clinico‑
pathologically. The cases, clinically classified by TNM‑system (UICC, 1989) , were diagnosed as Tl
(1) , T2(2) and T4(2), respectively. The clinical stage of the tumors showed similar results to those
of T‑category. In the growth pattern of the tumor, 3 cases were classified as exophytic type and 2
cases as endophytic type. Histologically, 2 cases were diagnosed as the well differentiated type and 3
cases as moderately differentiated type. The degree of mononuclear cell infiltration in the stroma of
the tumor was prominent in all 5 cases. In the mode of cancer cell invasion, all 5 cases showed mode‑
1 or mode‑2. Three cases were graded as low and 2 as moderate malignancy according to clinico‑
pathological classification. All 5 cases were operated on by marginal resection of the mandible. The
postoperative courses following treatment were satisfactory except por minor functional disturb‑
ances. From the results of this investigation, oral cancer therapy was considered as a very useful
method for the patients to maintain their quality of life, especially in the case of low or moderate

grade malignancy showing marked effectiveness to the induction chemotherapy. Ryukyu Med. J., 14(3)
197‑201, 1994
Key words : squamous cell carcinoma, lower gingiva, induction chemotherapy, clinico‑pathological
grading of malignancy.
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歯肉癌に対する放射線治療は、顎骨内に浸潤した癌
細胞を制御することが困難なことや照射後に重篤な骨
障害を生じることが少なくない。そこで、近年では外
科療法が主体となってきている。しかし、外科療法に
は口腔機能や顔面形態を障害する問題が残されてい
る。特に昨今では、癌患者のQuality of Life(QOL)を
考慮した治療方法が要求されるようになり、これら口
腔機能(機能)と顔面形態(形態)の保持・改善を図るこ
とが重要な課題であると考えられる。そこで筆者らは、
根治性の向上と機能および形態を可能な限り温存でき
るような外科療法を目指して、各症例の臨床病理学的
悪性度(悪性度)の評価を行い、この悪性度に応じたin‑
duction chemotherapyを施行した後に、悪性度と臨床
的抗腰痛効果(臨床的効果)に基づいて原発巣の切除範
囲を決定する体系的な治療法を採用してきた。その結
果、良好な治療成績を得ており、その一部については
既に報告してきたト4)0
今回は、これら体系的な治療法のより効果的な適応
を明らかにする目的で、 induction chemotherapyによ
り臨床的効果が著効を示し、組織学的にも腫癌の消失
が確認された下顎歯肉癌症例を中心に臨床病理学的に
検討した結果を報告する。
対象と方法
1985年4月から琉球大学医学部附属病院歯科口腔外
科において肩平上皮癌の診断のもとにinduction che‑
motherapy後に手術を行い、術後6ヵ月以上経過した
下顎歯肉痛症例は23例であった。これら23例の男女別
内訳は男性13例、女性10例、年齢は32歳から77歳にわ
たり、平均年齢は59.2歳であった。今回はこれら23例
の中、 induction chemotherapyによって臨床的に著効
を示し、組織学的にも癌細胞の残存が認められなかっ
た5例を対象とした。性別内訳は男性2例、女性3例
で、年齢は48歳から66歳(平均57.0歳)であった。
X線所見は、デンタルⅩ線写真、パントモⅩ線写真、
顔面Ⅹ線写真などから下顎骨の吸収程度や吸収様式に
より、骨吸収なし、圧迫吸収を示すerosive型、虫喰い
状の吸収を示すinvasive型に分類した。さらにerosive
型の中、下顎管上方の骨吸収にとどまるものを"浅い
erosive型"、下顎管下方にまでいたる骨吸収の認めら
れたものを"深いerosive型"とした。この分頬から"潔
いerosive型"と"invasive型"および骨吸収は認めな
いが隣接臓器にまで拡大浸潤した腫癌を内向性発育型
とし、他を外向性発育型とした。
各症例の臨床病理学的悪性度は、初診時の臨床所見

(TNM分類、腫癌の発育様式)、生検による病理組織
学的所見(組織学的分化度、細胞異型度: Cellular
atypism(C. A. T.)、癌細胞分裂指数、単核細胞浸潤度、
山本・小浜の癌細胞浸潤様式5))から評価し、総合得点
から低悪性、中悪性、高悪性に分類したト"0
Induction chemotherapyはBleomycin (BLM) , Cispla‑
tin(CDDP) , Methotrexate(MTX)を単独あるいは併用
により行った。これら薬剤の投与量ならびに投与方法
は、 BLMは1回10‑15mgを過2回、総量90mgないし
105mg、 MTXは過1回、 1回500mgを2過にかけて
l.000mg、 CDDPは80‑100mg/bodyを1回、それぞれ
点滴静注している。なお投与薬剤は悪性度に応じて選
択している。すなわち低ないし中感懐例はBLMまた
はMTXを単独投与、中ないし高悪性例はBLMやMTX
にCDDPを含めた併用授与し、その際BLMやMTXの
投与量は減量している。ただし、薬剤投与期間中に抗
腫癌効果が著明であれば、投与を中止し手術を行った
症例もある。
Induction chemotherapyによる臨床的効果の判定は、
薬剤投与終了後4週経過前に手術を行っているため、
癌治療学会効果判定基準を適用せず、化学療法前後の
腫癌の大きさの変化から、 90%以上腫癌が縮小した症
例を著効例、 50‑89%の縮小例を有効例、 50%未満の
縮小例を無効例と判定したト4'。
Induction chemotherapyによる組織学的効果の判定
は、 Shimosatoらの分類G)を用いて行った。
fe'i

果

1.臨床的、病理組織学的所見
下顎薗肉癌23例のTNM分類による症例別内訳は、
TINO症例は3例、 T2NO,4例、 T2Nl.2例、 T3NO,l
例、 T3N2.1例、 T4No.3例、 T4Nl.7例、 T4N2.1例、
T4N3,1例であり、今回対象とした5例ではTINO.1
例、 T2NO,2例、 T4Nl.2例であった。 23例中5例の病
期分類別頻度はstage工,3例中1例、stageII, 4例中2
例、 stageIV,13例中2例であり、 stage凪, 3例中には対
象となった症例はみられなかった。
Ⅹ線所見では、骨吸収のない症例が9例中4例、深
いerosive型の骨吸収を示した症例が7例中1例であっ
たが、 2例の浅いerosive型、 5例のinvasive型の骨吸
収を示した症例には対象例は認められなかった。腫癌
の発育様式では、外向性発育型は10例中3例であり、
内向性発育型は13例中、深いerosive型の骨吸収のみら
れた症例2と骨吸収は認められないが頬粘膜側への浸
潤を示した症例3の2例であった(Table 1),
23例における5例の病理組織学的所見では、高分化
型は7例中2例、中等度分化型は14例中3例であり、
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Table 1 Clinical and histo‑pathological findings of the tumors

Case Sex, Age TN Stage X‑ray finding Growth pattern Hitological C. A. T.
No.

55

TINO I no absorption

M

51

T4NI IV deep erosive

M

48

T4NI IV no absorption

F

66

T2NO II no absorption

exophytic

F

65

T2NO II no absorption

exophytic

exophytic

[ ‖ 山

F

moderate

mode‑2
mode‑1

well

口 Ⅱ

endophytic

endophytic moderate

∩ Ⅱ

moderate

T ⊥

well

mode‑2
mode‑1
mode‑2

Ⅱ

'according to Yamamoto and Kohama's classification')

Table 2

Mode of

of the mandible differentiation

The grade of clinico‑pathological malignancy, the regimen of induction chemotherapy, surgical treatment and

histological evaluation of the therapy and prognosis

Case
No.

ナade
malignancy

of

Regimen

of

chemotherapy

Surgical

procedure

L班mphnode
metastasis

n
蝣

CDCDCDCD
¥cc
oc
oo
cccc

N

low MTX l.OOOmg M. R.
moderate BLM I05mg M. R. + U. N. D.

*

moderate BLM90mg,MTX l,000mg M.R.+ T.N.D.
low BLM55mg,OK‑43232KE M.R.+U.N.D.
low BLM35mg M.R.+ U.N.D.

Prognosis

8y5m:AO
8y4m:AO
8y4m:AO
6y9m:AO
3y6m:AO

i
n

M. R.: marginal resection of mandible AO : Alive without cancer. U. N. D.: upper neck dissection. T. N. D.: total neck dis‑
section.

低分化型は2例で対象例には認められなかった。山
本・小浜5)による癌細胞浸潤様式では、浸潤の弱い1
型・ 2型は9例、中等度の3型6例、浸潤の強い4C型、
4D型は8例であったが、本対象例は1型・ 2型の症例
のみで、び慢性浸潤型を示す症例は認められなかった
(Table 1),なお、癌実質における分裂細胞指数では、
指数の高い例1例、中等度例2例、低症例20例であっ
たが、対象の5例ともすべて低症例であり、腫癌問質
における単核細胞浸潤度は強症例7例、中等度10例、
弱症例6例であったが、全例強症例であった。
2.臨床病理学的悪性度、化学療法効果および治療法
臨床病理学的悪性度は、高悪性7例、中等度悪性11
例、低悪性5例であったが、対象5例はT4Nl、 stage
Ⅳの症例2・3が中悪性例であり、他の3例は低悪性例
であったInduction chemotherapyの効果に関しては、
無効、有効例はそれぞれ9例であり、著効例は本対象

例5例であった。これら著効を示した5例の投与薬剤
は1例がMTX単独投与l.000mg、 3例はBLM単独投
与で総量35‑105mg、 1例はBLM90mgとMTXl. 000mg
の併用であった。
原発巣に対する手術は悪性度ならびに臨床的効果に
基づき、さらにⅩ線所見を考慮して行った。高悪性で
臨床的効果無効例は舌・口底を含めた下顎半側切除術
や下顎区域切除術、中悪性で有効例はロ底部分切除術
と下顎辺縁切除術などが行われており、その多くに上
頚部郭滴術や全頚部部活術が併用されていた。しかし、
対象5例では臆病を含めた下顎辺縁切除術のみで、口
底部まで拡大切除された症例はなかった。症例2およ
び症例3は臨床的にNlであったことからそれぞれ息
側の上頚部郭清術、全頚部部活術が、症例4 ・ 5に関
しては原発巣切除時に口底側唾液腺管開口部が含まれ
たために顎下腺摘出とともに上頚部郭清術が併用され
た(Table 2)0
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3.切除組織の病理組織学的評価および治療成績
前述の手術法により切除された原発巣および頚部リ
ンパ節の組織学的検索では、本対象例のいずれの症例
にも原発巣粘膜の残存癌細胞、顎骨への癌細胞浸潤お
よびリンパ節転移は認められず、原発巣に対する組織
学的効果は5例ともすべてShimosatoらの分類6)による
gradeIVであった。予後は、経過観察期間最短例で3年
6カ月、最長例で8年5カ月であり、いずれの症例も
社会復帰を果たしながら経過観察中である(Table 2),
しかし、他の18例では粘膜や顎骨での残存癌細胞やリ
ンパ節転移の認められた症例が多く、予後も原発巣死
3例、頚部リンパ節転移死2例、遠隔転移死].例、他
病死2例の計8例が不良であった。
考

察

下額歯肉肩平上皮癖に対する治療は、顔面形態と口
腔機能の保持の観点から放射線治療単独や化学療法あ
るいは外科療法などとの併用療法が行われていたが、
最近では放射線治療は顎骨内に浸潤した癌細胞を制御
することが困難なことや照射後に重篤な骨障害等を惹
起する可能性が高いことなどから外科療法が主体と
なってきているト9)。しかし、外科療法は顔面形態と口
腔機能を障害するため、患者のQOLの観点からも種々
の問題が残されている。そこで筆者らは、各症例の悪
性度とinduction chemotherapyによる臨床的効果を考
慮した適切な外科療法を選択することが、形態と槻能
の障害を最小限にし、根治性を高める方法であると考
え、系統的な治療方法を行ってきた。その結果、下顎
歯肉癌症例でも良好な成績が得られ、すでに報告した1
‑4)。今回はこれら下顎歯肉癌症例の中、 induction che‑
motherapyによる臨床的効果が著効を示した症例につ
いて臨床病理学的に検討したので、その結果について
考察する。
今回induction chemotherapyにより著効な臨床的、
組織学的効果が得られた5例は、 stage工、 Ⅲ, 3例、
stageIV, 2例であった。しかし、組織学的効果の少な
かった18例中にもstage工、 Ⅲ症例が4例認められた
が、これら4例の内訳は癌細胞浸潤様式がび慢性浸潤
型を示す2例と単核細胞浸潤中症例2例であり、 stage
工、 I症例の場合、組織学的所見として単核細胞浸潤
が憩症例で、浸潤の弱い1型、 2型ほど化学療法効果
が高くなる傾向を示していた。また、臨床的、組織学
的効果の少なかったstageIE、 Ⅳの14例では、単核細
胞浸潤鋸症例3例、び慢性浸潤型(4C型、 4D型)症
例6例であり、他は浸潤様式苫ヒ型4例、単核細胞浸潤
中症例1例であったが、本対象例の著効例である
stageFの2例は単核細胞浸潤が強く、癌細胞浸潤様

式も1型あるいは2型の浸潤傾向が弱い症例であり、
これら単核細胞浸潤度や癌細胞浸潤様式などの組織学
的所見が化学療法効果に影響を及ぼす要因であると推
察された。このことは組織学的所見における単核細胞
浸潤度や癌細胞浸潤様式は腫癌と宿主の関係である患
者の免疫能に関連があると考えられ、癌治療に対する
患者の免疫能を賦活することも重要な因子であると思
われた。
これらinduction chemotherapyにおける制癌剤の選
択は、過去の報告10・11)から低ないし中悪性の症例には
BLMを中心に行ってきた。しかしこれら5症例の中、
症例1は呼吸機能の低下が認められたこと、症例3は
頬粘膜にまで広範に浸潤した症例であったために
MTXを投与したが、 BLM単独投与と同等の効果を示
し、 MTXの術前化学療法もBLMと同等の意義があっ
たものと考えられた。
手術は悪性度と臨床的効果を考慮して5例とも原発
巣を含めた下顎辺緑切除術が施行されている。その際
の切除組織の組織学的検索でもShimosatoらの分類6)
gradeIVと評価されており、適切な切除範囲の決定で
あったと思われた。また、症例2は初診時Nlの臨床
診断で上頚部郭清術が、症例3は頬粘膜への浸潤例で
初診時Nlの臨床診断であったために全頚部郭清術を
併用したもので、リンパ節の組織学的検索ではいずれ
も転移は認められなかった。他の症例でも症例1を除
いた2症例に前述の理由で上頚部郭清術が併用されて
いたが、これらの症例にもリンパ節転移や後発転移は
認められなかった。これら5症例は最短3年6ヵ月か
ら最長8年5ヵ月経過しているが、局所再発も認めら
れず経過は良好である。しかし、最近の症例には臨床
的ならびに組織学的著効例が認められない.このこと
は進行例が比較的多いことに関連があるものと思われ
るが、低ないし中悪性で化学療法有効例ではこれら体
系的な治療法により機能温存が可能でありJ)、早期発
見の重要性が示唆された。
昨今の下顎歯肉痛の治療成績は、形成外科的手術手
技の進歩と相まって、向上しつつあ阜ト9'。しかし、顎
骨に浸潤した腫癌の範囲を的確に診断することは、 X
線撮影やCTなどの技術が発達してきたとはいえ、未
だ困難な症例が多いと思われる。特にinvasiveな骨吸
収を示す症例において、その切除範囲を決定する場合
の判断は各臨床家に委ねられており、客観的な基準は
確立されていないのが現状であると考えられ、そのた
めに根治性を重視するあまり切除範囲は拡大する傾向
があるものと思われる12‑14)。この様な中で、下顎歯肉
癌23例中5例に著効な臨床的効果が得られ、下顎骨の
辺縁切除術にとどめられたことは、口腔癌各症例の悪
性度を評価し、この悪性度に基づいたinduction che‑

砂
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motherapyと化学療法効果を考慮した切除範囲を決定
し、最小限の切除範囲と根治性が得られるならば、術
後のQOLの観点からも意義のある治療法であると考え
られた。しかし、まだまだ進行例が多い口腔癌では、
関わりの多い歯科医師による早期発見は最も重要な課
題であると同時に、高悪性で化学療法に無効な症例に
対するinduction chemotherapyのレジメンを含めた治
療法の再検討が急務であると思われた。
結
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4)新崎 章:口腔肩平上皮癌症例におけるinduction
chemotherapyの意義に関する臨床病理学的研究.
日口外誌 40:42ト437, 1994.
5)山本悦秀,砂川

元,小浜源郁:び慢性浸潤型口

腔肩平上皮癌に関する研究.日口外誌
147ト1479, 1982.
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6) Shimosato, Y., Oboshi, S., and Baba, K.: Histol0‑
gical evaluation of effects of radiotherapy and

下顎薗肉肩平上皮癌23例の中、 induction chemother‑
apyに対して臨床的、組織学的著効を示した5例につ
いて臨床病理学的に検討し、次の結論を得た。
1).臨床的には、 TINO.1例、 T2No.2例、 T4Nl.2
例であり、 stage分類ではstage工,1例、 Ⅲ,2例、 Ⅳ,2
例であった。
発育様式では、外向性発育型3例、内向性発育型2
例であった。
2).病理組織学的には、高分化型2例、中等度分化型3
例であり、 5例とも癌細胞分裂指数は低、単核細胞浸
潤度は我、癌細胞浸潤様式では1型・ 2型であった。
3).臨床病理学的悪性度は、低悪性3例、中悪性2例
であった。
4).原発巣の手術は全例下顎辺縁切除術が行われ、術
後経過も良好で、機能障害や顔面変形もほとんど認め
られなかった。
5).これらの結果より、当科で行っている体系的な治
療法は、低ないし中悪性症例で、 induction chemother‑
apyの効果著効症例に対しては、術後のQOLが考慮で
きる治療法であることが示唆された。
本論文の要旨は、第2回アジア口腔外科学会(平成
5年3月、台北市)において発表した。
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