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ABSTRACT

In order to elucidate the relationship between the extent of resected tissue of primary
lesions which were performed considering the grade of clinico‑pathological malignancy and
the effect of induction chemotherapy and post operative oral function, articulatory function
and response from mailed questionnaire were investigated in 98 patients with squamous cell
carcinoma of the oral cavity. Articulatory function after excision of the primary tumor
was assessed by using 100 Japanese syllables speech intelligibility test. In addition to this
examination, a mailed questionnaire related to physical condition, what kind of foods the
patients could eat, psychological condition including the gratification of cosmetic results and
social relationships were examined to evaluate the quality of life of the patients. Patients
with low grade of clinico‑pathological malignancy showed excellent postoperative oral func‑

tions with surgical techniques involving local excision. Moreover, most patients who re‑
ceived more extensive partial resection also achieved moderate to excellent oral function and
patients'gratification, but these were not observed in five patients with advanced cancer and
ineffective results after induction chemotherapy. These results suggested that surgical proce‑
dures taking into account the effects of induction chemotherapy based on the grade of
clinico‑pathological malignancy would be helpful to improve the quality of life of patients

with squamous cell carcinoma of the oral cavity. Ryukyu Med. J. , 17(4)217‑222, 1997
Key words: Oral squamous cell carcinoma, clinico‑pathological malignancy,
induction chemotherapy, Quality of life (QOL),

緒

言

最近では,口腔扇平上皮痛の治療に対して集学的治療が行
われるようになり,治療技術の進歩と・が相まって,口腔癌の
治療成績も徐々に向上しつつある.著者らも,口腔痛の治療
成績の向上を図ることを目的に,口腰痛各症例の初診時各種
臨床病理学的所見から臨床病理学的悪性度(以下悪性度と略)
を評価し,その悪性度に応じたinduction chemotherapyとこ
れら化学療法による臨床的効果に基づいて手術法を選択する
体系的治療法を行ってきた1‑5)その結果,これら体系的治
療法を適応した口腔肩平上皮癌107例の5年累積生存率は80.8
%と良好な成績を治めている4).

一九昨今では痛患者の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きた.特に口腔癌患
者の場合,腫蕩切除に伴う機能的,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
ような口腔痛患者では根治性の向上とともに,これら口腔機
能と顎顔面形態の保持・改善を考慮することは重要な課題で
あると考えられる.そこで今回は,口腔癌患者を対象に,各
症例ごとに行っている悪性度の評価およびinduction chemo‑
therapyによる臨床的効果に基づく手術法が,患者の術後機能
(日本語100音節発語明瞭度・経口摂取機能)と患者の日常生
活にどのように反映しているかを検討したので報告する.
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Fig. 1 Criteria for deciding surgical safety margin.

対象と方法
対象は, 1985年4月から1996年3月までに当科で体系的治
療を行った口腔扇平上皮痛の中,術後6か月以上経過し,ア
ンケートに回答が得られ,かつ日本語100音節発語明瞭度(発
語明瞭度)および経口摂取機能の評価が可能であった98例で
ある.これら98例の部位別内訳は.舌42例(42.9%),ロ底25
例(25.5%),歯肉19例(19.4%),ロ峡咽頭6例(6.1%),
頬粘膜6例 6.1% であった.
男女別内訳は,男性66例,女性32例であり,年齢は,最低
24歳から最高78歳にわたり,平均58.5歳であった.
口腔痛各症例についての悪性度は,これまでの研究成
果卜5)に基づいた初診時の各種臨床所見と生検時の標本から
得た各種病理組織学的所見から評価した(Table 1 ).
Induction chemotherapyによる化学療法効果の判定は,視
諺,触診により腫癌と判断した部分の大きさを,原則として
ノギスを用いて測定した初診時の腫蕩の大きさと手術直前の
腫癌の大きさから.次式により行った.
岨痕縮小率‑100×

induction chemotherapy後の唖癌の直径×短径

初珍時の施療の長径×塩径

なお,腫蕩縮小率が90%以上を著効, 50%以上90%未満を

Fig. 2 Case distribution of tongue cancer according to
surgical procedures.

有効, 50%未満を無効とした.
原発巣の切除範囲は,悪性度とinduction chemotherapy後
の腫癖の臨床的効果に基づいて決定した.すなわち局所切除
は低悪性度で化学療法効果が箸効の症例に対して,化学療法
後の腫癖の大きさから10mm以下の切除範臥 拡大切除は高
悪性度で化学療法無効の症例に対して,初診時の腫蕩の大き
さから20mm以上の切除範囲とし,部分切除は中ないし高悪
性度で,化学療法が有効あるいは無効の症例に対して,初珍
時または化学療法後の腫癖の大きさから10‑20mmの切除範
閏とした(Fig. 1).特に舌癌では,悪性度が低く.化学療法
効果が認められたために,初診時想定した切除範囲よりも縮
小が可能であったA群(induction chemotherapy後の腫癌の
大きさから10mm以内の範囲で切除した症例) 22例と悪性度
が高く,化学療法効果が少ないために切除範囲の縮小が得ら
れなかったB群(初診時の腫癌の大きさから10mm以上の範囲
で切除) 20例に分類して.術後機能との関連を詳細に検討し
た(Fig. 2).これら腫虜の切除範囲は,口腔粘膜側および
腫蕩深部に関するものであるが,特に発語明瞭皮,経口摂取
機能などの術後機能が左右される腫蕩の切除量は,津波古3)
によって計測された切除面積を用いた.また腫蕩切除後の主
な再建方法は, stageI, II,などの非進行例で,悪性度が低
く.化学療法効果の認められた症例では,全ての症例が舌縁
部に発生しており,一期縫合や遊離皮膚移植のみで手術は行
われていた.しかし, stagein.IV,などの進行例では,高悪
性鼠 化学療法無効症例の中,舌根部やロ底部にまで浸潤し
た進展例にはD‑P皮弁と後背筋皮弁による再建が各1例に行
われており,他の舌緑部を主体とした症例には遊離皮膚移植
が行われていた.
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Speech intelligibility by site and T category
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発語明瞭度は,降矢の方法6)に準じ,患者に日本語100音節
をランダムに発音させ,医局員5名により正しく聴取できた
音節を百分率で表わし,判定した.
経口摂取機能は,患者が現在摂取している食物の内容(普通
食から経管食まで)とその摂取時間から評価した(Table 2).
日常生活における満足度は,術後患者へ行ったアンケート
調査結果から求め,術後患者のQOLとして評価した.アンケー
トの質問項目は,手術後の気分や不安などの精神的要因,痩
れ,睡眠状態などの身体的安臥 家族や周囲の人との対人関
係に関する要因,生活や労働などの生活活動に関する要因と
現在の健康状態やスタッフなどに関する治療内容に対する要
因の5項目, 20間(Table 3)であり,その回答結果から満
足度を算出した(Table 4).

結

果

1. T分類,悪性度ならびに化学療法効果別頻度
で分類別内訳では, Tl 28例(28.6%), T2 40例(40.8%)
であり, T3 ‑T4の進展例は30例(30.6%)であった.部位
別には.舌,頬粘膜にTl, T2の非進展例が多く,ロ底,歯
肉ではT3 ‑ T4の進展例の占める割合が高かった.悪性度は,
低悪性度27例(27.6%),中悪性度59例(60.2%),高悪性度
12例(12.2%)であり,高悪性度の占める割合は低かった.
部位別には,口底,歯肉で高悪性度例が比較的多く認められ,
舌,口峡咽頭,頬粘膜では低悪性度例が多い結果であった.
化学療法効果では,著効21例(21.4%),有効45例(45.9%),
無効32例(32.7%)であり,特に口底で無効例の占める割合が
高かった(Table 5).
2.部位別, T分類別発語明瞭度
発語明瞭度の平均値は77.9%であった.部位別には,舌が
最も良好で85.7%,ついで頬粘膜82.8%,歯肉82.6%,ロ峡
咽頭76.9%であり,いずれの部位においてもTl, T2の非進展
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Table 9 Comparison of groups A and B by ingestive
function in 42 patients with tongue cancer

group A
4 .7

‑ngestiVe fUnCtlOn

group B

average

4 .5

4 .6

( perfect score=5 )

(%)

n= 5 0 )

longue

T 1

9

T ,

14
4

T<
T o tal

m oderate
n = 43 )

b w cr
mouth
(loot
1

m Ucosa

T o ta

▲

□ groupA

▲

▲ groupB
average : 85.7%

1

1

16

6

3

1

1

25

2

2

1

9

9

3

50

Fig. 3 Comparison of groups A and B by speech lntelhgi‑

2

12

bility and tumor size in 42 patients with tongue cancer.

27

9

7

3

T2

6

5

T o la

bucca
oronliarynx

▲

4

T 1

T 3 . 丁4

gum

璽。。口

h Ll.

o

e〉
く
eelent

T category

o
o
o
o
o
s i d i n f n w

tisllcall
saisucaion
level

AjiiiqiSinaiuiipaads

Table 8 Case distribution of satisfication level by T cate‑
gory and site

・

2

2

1

10

20

30

40

50

60 (mm)

tumor size before chemotherapy

14

2

5

8

2

15

13

10

3

2

17
43

T 1

5

3

1

1

5

o

i n

o
ォ r
c o

o
o

< N

o

例の発語明瞭度が高い結果であった.しかし,口底の場合は,
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は38.9%ときわめて低値を示し,平均でも61.7%であった
(Table 6).
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3.部位別, T分類別経口摂取機能
部位別にみた経口摂取機能の評価では,舌の平均値が4.6と
最も高く,ついでロ峡咽頭の4.3であり,原発巣切除時に顎骨
切除も同時に行われることの多かった口底,頬粘膜,歯肉は,
それぞれ3.1, 3.7, 3.7と低い値であった.また,いずれの部
位においてもTl, T2の非進展例がT3 ‑T4の進展例に比較
して高値を示す傾向が認められた(Table 7 ).
4.部位別, T分類別満足度
日常生活における満足度では,現在の状態に十分満足して
いると答えたexcellent症例は, 98例中50例と過半数を占めて
おり,満足であると答えたmoderate症例の43例を加えると98
例中93例 94.9%の高率であり,きわめて良好な結果であっ
た.部位別には,口底3例(12%),ロ峡咽頭,頬粘膜各1例
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Fig. 4 Comparison of groups A and 】〕 quality of life
scores and tumorsize in 42 patients with tongue cancer.

(16.7%)に不満足と答えた症例がみられたが,いずれもT3 ・
T4の進展例であった(Table 8).
5.舌癌における原発巣の切除範囲と術後機能
発語明瞭度:舌痛42例の発語明瞭度は,平均85.7%と良好
であった.しかし,初診時の腫癌の大きさとの関連をみると,
悪性度が低く.化学療法効果が認められたために,初診時に
想定した切除範囲よりも明らかに縮小できたA群では,初診
時40mm以上の比較的大きな腫癌でも発語明瞭度は高い結果
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を示したのに対し, B群では,初診時30mm以下の腫癖でも,
悪性度が高く,化学療法効果も少いために拡大切除を余儀な
くされた症例の発語明瞭度は低くなっていた(Fig. 3).
経口摂取機能:舌癌全体の経口摂取機能の平均値は4.6, A
群4.7, B群4.6であり,いずれも良好な結果であった(Table
9).

満足度:アンケートによる満足度では,舌癌42例全例の平
均が81.4%と良好であった.切除法別にみると. A群では初
診時の腫虜の大きさが40mm以上の症例でも満足度の比較的
高い症例が多く認められたが, B群では初診時の臆病の大き
さが30mm以下の症例でも満足度の低い症例が認められた
(Fig. 4).

考

察

胃癌,乳癌などの痛治療においては,原発巣の探速度や浸
潤度,さらにリンパ節転移の様相などによって定型的な手術
が行われているが,口腔癌の場合は,多彩な病態像を示すた
めに客観的な診断基準と治療法選択基準の確立が未だ不十分
なために,治療法の選択は各臨床家の経験に委ねられること
の多いのが現状であると思われる.そこで著者らは,口腔扇
平上皮癌症例に対し,根治性の向上とともに,科学的根拠に
基づいた診断とそれに立脚した治療法の確立を目的に,各症
例について評価した悪性度とinduction chemotherapyによる
臨床的効果に基づいて手術法(切除範囲の決定)を選択する
体系的な治療法を採用し,その治療成績が改善されてきたこ
とについてはすでに報告1‑5)してきた.さらにその後は,こ
れらの体系的治療法が口腔機能と顎顔面形態の温存にどの程
度寄与しているかを明らかにすべく検討してきたが,今回は
発語明瞭度や経口摂取機能およびアンケート調査による患者
自身の評価などから,術後機能とQOLに関して検討した結果
について考察する.
今回対象とした98例中, Tl, T2の非進展例が68例(69.4
%)と多くみられたことについては,これら非進展例の治療に
際しては,十分に術後機能を考慮した手術が可能であったこ
と,またT3, T4の進展例の場合には根治性を高めるために
術後機能を考慮せずに拡大切除を行った症例が多いことと予
後不良例の占める割合が高いことによるものと思われた.こ
のような観点からみると,口腔癌の発生したいずれの部位に
おいても,術後機能を考慮して手術を行うことができたTl,
T2の非進展例で,低‑中悪性度,化学療法効果の認められた
症例に関しては,特別な再建方法や再建材料を用いることな
く,一期縫合や遊離皮膚移植が可能であったためか,術後の
発語明瞭度や経口摂取機能は良好であった.しかし,進展,
進行例で,悪性度が高く, induction chemotherapyに無効の
症例が多く認められた口底癌では,機能温存よりも根治性を
考慮して広範囲な切除となったばかりでなく.舌,口底部を
DIP皮弁による再建や下顎骨を金属プレートなどを用いた再
建を行ったために,発語明瞭度および経口摂取機能が低下し
たものと考えられた.これらの結果は,舌および口底の切除
範囲による術後の発語明瞭度の比較では,特に口底部の広範
囲な切除により外舌筋の切除量が多くなり,さらに残存舌の
運動障害を生じるために発語明瞭度は低下するとの報告3. 7. 8)
と同様であった.すなわちこれらの術後機能に関しては, T3
T4の進展例では,術後機能を十分に考慮した手術は困難であ
るが, Tl ‑T2の非進展例では,これらの体系的治療すなわ
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ち悪性度や化学療法効果に基づいて原発巣の切除範囲を決定
する治療法は,発語明瞭度や経口摂取機能などの術後機能を
考慮した治療法であることが示唆されたものと考えられた.
一方, QOLに関しては. QOLを測定するさまざまな方
法9 12)が提案されているが,確立した評価法は見当らないの
が現状であると思われる.その中で今回は, Schipperら13)
大村ら‖)の質問表を参考にして,アンケート質問項目(Tab一e
3)にも示したように,日常生活における精神的,身体的あ
るいは対人関係に対する要因,生活活動に対する要臥 治療
内容に対する要因などから,患者自身の満足度として評価し
た.その結果,これらの質問項目に対して言南足(excellent)
と回答した患者は98例中50例と過半数を超え,普通(moder‑
ate)の43例を加えると98例中93例(94.9%)の高率になり,大
多数の患者が術後の生活を前向きに捕らえているものと推察
された.しかし,前述のごとく口底癌のように進行例が多く
みられた部位では.舌や下顎骨の一部とともに口底を pull
throughに切除し, D‑P皮弁などで再建しても,発語明瞭度お
よび経口摂取機能は不十分であり,このうち3例は満足度の
調査で不満と答えていた.このように拡大切除を余儀なくさ
れる進展.進行例の場合,術後機能を考慮すことは困難であ
り,治療成績の向上とともに,術後機能障害を最小限にする
ためには,早期発見・早期治療の重要性が痛感された.
発語明瞭度,経口摂取機能ならびに満足度に関して比較的
良好な結果が得られた舌癌について切除範囲との関連を検討
した.その結果.悪性度が低く, induction chemotherapyの
効果が認められた症例,すなわちinduction chemotherapy後
の腫癖の大きさから切除範囲を設定することにより,縮小し
た切除が可能になったA群の術後機能は,初診時の施療の大
きさから切除範囲を想定したB群に比較してきわめて良好で
あった.しかし, B群といえども良好な術後機能を示した症
例も多く認められたことから,これら悪性度とinduction
chemotherapy後の臨床的効果に基づいて手術法を選択する体
系的治療法は,術後機能を考慮した治療法であることが示唆
され.同時にQOLの向上に意義のある治療法であるものと思
われた.
口腔痛の術後機能評価には,さまざまな方法3.7.8)があり,
そhぞれに意義は認められているが,術後のQOLを評価する
場合は, WHOが提唱している「健康とは身体的,精神的,お
よび社会的に良好な状態であり,単に疾病に雁っておらず,
衰弱していない状態ということではない」という健康の定
義15)を前提としたQOLの評価が重要であると考える.そのW
HOのQOL評価内容は, 「個人が生活する文化や価値観の中で,
目標や期待,あるいは基準,および関心に関連した自分自身
の人生の状況に対する認識」と定義し, ①身体的領域, ②心
理的領土乳③自律のレベル, ④社会的関係, ⑤生活環境, ⑥
精神性/宗教性/信念,の6項目から構成されtzK もので,普
者らが参考にしたSchipperら13)や大村ら14)によるQOLの評価
と概ね一致していた.このような理由から,これらQOL評価
法に基づいたアンケートによる調査を試みたところ,比較的
良好な結果が得られており,術後患者のQOLの評価法として
有用であると考えられた.現在当科では,口腔癌の治療に際
して,化学療法,放射線療法や外科療法などの単独あるいは
併用療法について,その長所,短所を含めて詳細に説明した
後,前述の体系的治療法に対して同意を得てから治療を開始
している.しかし,その際の痛告知に関しては,患者には間
接的な告知すなわち「放っておけば痛になりますよ」という
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程度の説明のみで,原則として直接的な告知は家族にのみ行っ
ている.このように間接的な告知しか行っていない患者に対
する現状での術後機能評価としては,良好な結果であり,治
療を受けた患者の意識を十分に反映しているものと思われた.
結

語

口腔扇平上皮癌の治療に際し,患者の初診時の各種臨床病
理学的所見から評価した臨床病理学的悪性度とinduction che
motherapy後の化学療法効果に基づいて切除範囲を決定する
体系的治療法は,不必要な拡大切除を避けることが可能にな
り,かつ患者の日本語100音節発語明瞭度や経口摂取機能など
の術後機能障害を最小限にする可能性が示唆され,さらに術
後のQOLの向上にも十分に寄与しているものと考えられた.
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