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ご　挨　拶

第 37 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

大会長　梅田 正博
　　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座 
　　　　口腔腫瘍治療学分野 教授

このたび、第37回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会を、長崎で開催させていただくことになり
ました。桐田忠昭理事長、藤内　祝前理事長をはじめ関係諸先生方、会員の皆様に心よりお礼を
申し上げます。大変光栄に存じるとともに、ご期待に沿えるような学会ができるか不安も感じて
おります。教室員一同、鋭意準備をしているところです。

本学会のテーマは「がんばらんば　口腔がん治療」としました。患者も含めて口腔がんに関わ
るすべての人が口腔がんの制圧に向けてがんばらんば（頑張ろう）という意味です。

学会のグローバル化という観点から、台湾の National Yang-Ming University の Prof. Chung Ji 
Liu 先生に招請講演をお願いしております。教育講演は、口腔の隣接臓器のがん治療の現状につい
て理解を深めるために、肺がんについて長崎大学腫瘍外科の永安　武教授に、口腔がんの最新の
Translational Research の理解を深めるために、バイオマーカーについて国立がん研究センター研
究所の本田一文先生にそれぞれお願いいたしました。そして頭頸部がんについて、神戸大学耳鼻
咽喉科頭頸部外科の丹生健一教授に特別講演をお願いしております。先生方はそれぞれの領域の
第一人者として非常にご高名な先生です。ぜひこの機会にお聴きいただけたらと思います。また
多診療科・多職種によるチーム医療の推進を目的としてはじまりました「頭頸部がん診療連携プ
ログラム」に関して、本プログラム WG 長である神戸大学医学部附属病院腫瘍センターの清田尚
臣先生と桐田忠昭理事長によるシンポジウムを企画しました。

さらに学会終了後、同会場にて山本悦秀先生（前金沢大学歯科口腔外科教授、元口腔腫瘍学会
理事長）に自らのがん体験について市民公開講座としてご講演いただく予定になっております。

私は1983年に前任の神戸大学口腔外科に入局以来、本学会には研究会時代からほぼ欠かさず参
加しております。研究会時代は規模は小さい会でしたが、口腔癌を専門にする者が一堂に会し教
授から若手まで本音の議論を戦わせることのできる、数少ない機会であったように思います。し
かし最近は学会の発展とともに大会も大きくなり、他の口腔癌関連の学会との違いがやや不鮮明
になってきたという感は否めません。

そこで、口腔癌について活発に議論するという本学会の当初の目的を念頭に置き、今回の大会
のプログラムを考えました。まず、教室員全員に口腔癌に関する疑問点を最低２つ挙げるように
命じ、集まった疑問点を整理しシンポジウムとワークショップに集約しました。すべてのシンポ
ジウムのテーマは質問形式にし、座長にはその質問にできるだけ回答を出してほしいこと、およ
びシンポジストとして教授は選ばずにできるだけ若手を選ぶように依頼をしております。

また、大会初日の夜に会員懇親会を行います。他施設の先生方と情報交換をしたり親しくなれ
る絶好の機会です。サプライズを用意していますので、必ず楽しんでいただけると確信していま
す。ぜひご参加ください。

長崎は気候温暖、豊富な観光名所、穏やかで真面目な県民性、圧倒的な海の幸、美味しい麦焼
酎と、素晴らしい地です。ぜひこの学会で勉強するとともに、長崎を楽しんでください。学会へ
のご参加を、教室員一同心よりお待ち申し上げております。
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会場へのアクセス

長崎ブリックホール
〒852-8104　長崎市茂里町2-38

TEL. 095-842-2002 
FAX. 095-842-2330

飛行機でお越しの方
【長崎空港より】
•  長崎県営バス 長崎駅行き　長崎バイパス・浦上経由：浦上駅前下車 
（乗車時間約60分）
•  長崎バス 長崎空港線エアポートライナー：ココウォーク茂里町下車 
（乗車時間約50分）
•  タクシー 所要時間約50分

 JR・電車でお越しの方
【博多駅より】
•  JR 特急かもめにて浦上駅下車（乗車時間約1時間50分）徒歩5分

【長崎駅より】
•  長崎電気軌道1・3系統 茂里町電停下車　徒歩3分
•  長崎バス 茂里町バス停下車　徒歩3分

駐車場のご案内

【隣接市営有料駐車場】
•  駐車場収容台数：152台
•  出入庫時間： 8 : 00〜22 : 00
• 料　金：   最初の30分130円、 

その後30分毎に120円
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会場案内図
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各種会議のご案内

開 催 日 時　　間 会　　合　　名 会　場

1 月23 日 （水）

13：30～14：00 共同研究委員会 3F 会議室 （1−2）

13：30～14：00 学術委員会（１回目） 3F 会議室 （5）

14：00～15：30 理事会 3F 会議室 （3−4）

15：30～16：00 新理事候補者会義 3F 会議室 （3−4）

16：00～17：30 評議員会 3F 会議室 （1−2）

1 月 24 日 （木）

11：30～12：30 口腔がん診療ガイドライン改定委員会 D会場

12：40～13：40 総会 A会場

17：00～18：00 口腔がん登録説明会 B会場

18：05～18：35 口腔癌取扱い規約検討委員会 D会場

18：20～18：50 日本歯科医学会　会長講演 A会場

1 月 25 日 （金） 11：40～12：10 学術委員会（２回目） 1F 大ホール楽屋 1

6 第 37 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会



10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

1月23日水　長崎ブリックホール　［ 理事会・評議員会・各種会議 ］

3F 会議室 （5）3Ｆ 会議室 （1－2） 3Ｆ 会議室 （3－4）

13:30～14:00

共同研究委員会

14:00～15:30

理　事　会

16:00～17:30

評議員会

13:30～14:00

学術委員会（１回目）

15:30～16:00

新理事候補者会議
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

9:00～9:05　開 会 式
9:05～10:25� P77

シンポジウム１
どのような多施設共同研究 

が行われているか？
座長：大倉 正也、上田 倫弘
演者：  山田 慎一、長谷川 巧実、 

山川 延宏、柳本 惣市

9:05～9:50� P138
口演１

悪性腫瘍１
座長：吉川 博政

1-C-1～5

9:05～9:50� P146
口演７

悪性腫瘍４
座長：冨永 和宏

1-D-1～5

9:05～10:00

ポスター貼付

17:00～17:45� P144
口演５

臨床統計１
座長：片倉 朗

1-C-25～29

17:00～18:03� P152

口演11
基礎研究

座長：鵜澤 一弘
1-D-25～31

13:45～14:48� P148
口演９
再建他

座長：髙木 律男
1-D-11～17

13:45～14:48� P140
口演３

悪性腫瘍３
座長：山本 哲也

1-C-11～17

15:55～16:58� P142

口演４
再建

座長：原田 浩之
1-C-18～24

15:55～16:58� P150

口演10
化学療法

座長：川尻 秀一
1-D-18～24

10:00～16:30

ポスター閲覧

9:50～10:35� P139
口演２

悪性腫瘍２
座長：島本 裕彰

1-C-6～10

9:50～10:35� P147
口演８

悪性腫瘍５
座長：小林 恒

1-D-6～10

17:45-18:21� P145
口演６ 臨床統計２
座長：岩井 俊憲

1-C-30～33

9:10～10:25� P111
公募ワークショップ１
術後合併症を減らす 
周術期管理とは？

座長：柚鳥 宏和、明石 昌也
 演者：  石田 優、長谷川 温 

松永 和秀、筧 康正、 
岡田 拓朗

10:30～11:30� P51
招聘講演

Treatment results and prognostic factors 
of resectable oral cancer

演者：Chung Ji Liu
座長：桐田 忠昭

12:40～13:40

総　会

13:45～14:45 P115
公募ワークショップ２

術後機能を考えた口腔がん治療とは？
座　長：青木 隆幸、野口 一馬
特別発言：鵜澤 成一
演　者：  大林 佑子、山川 延宏 

榊原 晶子、高岡 一樹

13:45～14:45� P59
教育講演１

がんバイオマーカーの 
探索から社会実装まで

座長：栗田 　浩
演者：本田 一文

14:50～15:50� P55
特別講演

頭頸部癌治療の最適化を目指して 
- 全国癌登録事業の整備と遺伝子診断 -

座長：桐田 忠昭
演者：丹生 健一

15:55～16:55� P83
シンポジウム2

口腔がん治療における 
周術期口腔機能管理とは？
座長：勝良 剛詞、五月女 さき子
演者：   船原 まどか、西井 美佳、

兒島 由佳

15:55～16:55 P119
公募ワークショップ３
臨床応用につながる 

口腔がん基礎研究とは？
座長：川野 真太郎、浜田 倫史
演者：  青山 謙一、吉田 遼司 

長谷川 巧実、久米 健一

17:00～18:15� P87
シンポジウム3

有望な放射線治療とは？
座長：佐々木 良平

演者：佐々木 良平、吉村 亮一、 
　 出水 祐介、加藤 逸郎

17:00～18:00� P135
口腔がん登録説明会
日本口腔外科学会・ 

日本口腔腫瘍学会合同の 
口腔がん登録事業について
演者：中村 誠司、長谷川 和樹

18:20～18:50� P67
歯科医学会会長講演

19:05～20:40
会員懇親会（長崎新聞社ホール）

11:40～12:30� P131
学術セミナー１

腫瘍に起因した劣化型骨質患者へのインプラント治療
―新規インプラントデザインFINESIAの提案―
演者：黒嶋 伸一郎 　
共催：京セラ株式会社

16:30～18:05

ポスター発表

1日目　1月24日木　長崎ブリックホール

A 会場
2F 大ホール

B 会場
3Ｆ 国際会議場

C 会場
3Ｆ 会議室 （1－3）

Ｄ会場
3Ｆ 会議室 （4－5）

ポスター会場
1Ｆ 大ホール ホワイエ

日本歯科医学会から 
日本歯科専門医機構への行程
座長：丹沢 秀樹／演者：住友 雅人
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9:00～10:00� P93
シンポジウム４

予防的頸部郭清術は 
どのような症例で有用か？
座長：道 泰之、比地岡 浩志
演者：  吉田 遼司、大鶴 光信、

合田 啓之

9:00～10:00� P71

頭頸部がん診療連携 
プログラム

座長：梅田 正博、中島 寅彦
演者：桐田 忠昭、清田 尚臣

11:10～12:10� P103
指定ワークショップ１（一部公募）
外科病理シリーズ　共同研究委員会 

WG2 『表在癌』舌表在癌 
－切除マージンの設定を考える－
座長：柳下 寿郎、山城 正司
演者：  柴原 孝彦、八木原 一博、 

莇生田 整治

13:15～14:15� P121
公募ワークショップ４

Unusualな再発をする症例とは？
座長：南川 勉、柳本 惣市
演者：  筧 康正、檀上 敦、 

重田 崇至、近藤 英司

14:20～15:14� P159
口演15
病理

座長：仙波 伊知郎
2-B-1～6

12:20～13:10� P133
学術セミナー２

頭頸部がんにおける免疫
チェックポイント阻害薬
座長：横尾 聡／演者：清田 尚臣
共催：小野薬品工業株式会社／ 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

9:00～10:00� P127
看護師・歯科衛生士 

セッション
座長：池上 由美子
演者：  田頭 美穂、中沢 侑香 

井上 千恵子、山内 千佳 
鈴木 志保、戸田 浩司

10:05～11:08� P154
口演12

臨床研究１
座長：渋谷 恭之

2-C-1～7

11:10～12:13� P155
口演13

臨床研究２
座長：野口　誠

2-C-8～14

13:15～14:18� P157

口演14
薬物療法・放射線療法
座長：佐々木 朗

2-C-15～21

14:20～15:05� P160
口演16

良性腫瘍１
座長：中村 典史

2-C-22～26

15:10～15:55� P162
口演17

良性腫瘍２
座長：野口 忠秀

2-C-27～31

16:30～17:30�
市民公開講座

口の癌で命を落としては 
もったいない～口腔外科教授
時代の大腸癌体験を踏まえ～
座長：梅田 正博
演者：山本 悦秀

10:05～11:05� P63
教育講演２

本邦における 
肺癌外科治療の動向
座長：梅田 正博
演者：永安 武

11:10～12:10� P97
シンポジウム５

口腔がんの理想的な 
再建手術とは？

座長：寺尾 保信、大山 厳雄
演者：   平井 英治、伏見 千宙、

牧野 陽二郎、佐々木 剛史

13:15～14:15� P107
指定ワークショップ２

口腔癌規約・ガイドライン
座長：太田 嘉英
演者：  太田 嘉英、長塚 仁、

中村 誠司

14:20～16:00� P123

公募ビデオセッション

口腔がん手術で行っている 
私の工夫

座長：堀江 彰久、去川 俊二
演者：  堀江 彰久、榎木 祐一郎、

楠川 仁悟、増淵 達夫、
早坂 純一、江口 貴紀

表彰式・閉会式

9:00～13:15

ポスター閲覧

13:15～14:55

ポスター発表

14:55～16:00

ポスター撤去

2日目　1月25日金　長崎ブリックホール

A 会場
2F 大ホール

B 会場
3Ｆ 国際会議場

C 会場
3Ｆ 会議室 （1－3）

Ｄ会場
リリース

ポスター会場
2Ｆ 大ホール ホワイエ
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ポスター発表プログラム

1月24日（木）　 16:30～ 1月25日（金）　 13:15～

会場：1Ｆ 大ホール ホワイエ 会場：2Ｆ 大ホール ホワイエ

P1
1～6

再建
座長：杉浦 剛

P11
1～5

基礎（抗腫瘍効果）
座長：中山 秀樹

P2
1～5

基礎（病理）
座長：池邉 哲郎

P12
1～6

基礎（分子・細胞・その他）
座長：山下 佳雄

P3
1～6

基礎（癌幹細胞・遺伝子）
座長：鵜澤 成一

P13
1～5

バイオマーカー
座長：大廣 洋一

P4
1～6

分子標的薬
座長：楠川 仁悟

P14
1～6

頸部リンパ節転移
座長：田中 彰

P5
1～5

良性腫瘍2
座長：髙橋 哲

P15
1～4

唾液腺腫瘍
座長：河野 憲司

P6
1～7

支持療法
座長：宮崎 晃亘

P16
1～3

新TNM分類
座長：林 孝文

P7
1～6

臨床統計1
座長：森 良之

P17
1～6

デバイス
座長：光藤 健司

P8
1～6

臨床統計2
座長：三島 克章

P18
1～7

症例報告2
座長：山田 朋弘

P9
1～6

良性腫瘍1
座長：大場 誠悟

P19
1～7

症例報告1
座長：藤田 茂之

P10
1～7

合併症・その他
座長：山下 善弘

P20
1～7

転移性腫瘍・遠隔転移
座長：大鶴 洋

P21
1～6

放射線治療
座長：三浦 雅彦
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ポスター配置図

１月24日（木）
ポスター会場（1）

１月25日（金）
ポスター会場（2）

24日（木）ポスター発表　1F 大ホール ホワイエ
16：30～17：00 ポスター１ 再建

〃 ポスター４ 分子標的薬
〃 ポスター７ 臨床統計１
〃 ポスター９ 良性腫瘍１

17：00～17：30 ポスター２ 基礎（病理）
〃 ポスター５ 良性腫瘍２
〃 ポスター８ 臨床統計２

17：00～17：35 ポスター10 合併症・その他
17：30～18：00 ポスター３ 基礎（癌幹細胞・遺伝子）
17：30～18：05 ポスター６ 支持療法

25日（金）ポスター発表　2F 大ホール ホワイエ
13：15～13：45 ポスター11 基礎（抗腫瘍効果）

〃 ポスター14 頸部リンパ節転移
〃 ポスター17 デバイス

13：15～13：50 ポスター19 症例報告１
13：45～14：15 ポスター12 基礎（分子・細胞・その他）

〃 ポスター15 唾液腺腫瘍
13：45～14：20 ポスター18 症例報告２
13：50～14：25 ポスター20 転移性腫瘍・遠隔転移
14：15～14：45 ポスター13 バイオマーカー

〃 ポスター16 新 TNM 分類
14：25～14：55 ポスター21 放射線治療
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1 月 24 日 （木）
会　場 セッション 時　間 座　　長

A 会場 
（2F 大ホール）

シンポジウム１ 9：05～10：25
大倉　正也（済生会松阪総合病院）

上田　倫弘（北海道がんセンター）
招聘講演 10：30～11：30 桐田　忠昭（奈良県立医科大学）
教育講演１ 13：45～14：45 栗田　　浩（信州大学）
特別講演 14：50～15：50 桐田　忠昭（奈良県立医科大学）

シンポジウム２ 15：55～16：55
勝良　剛詞（新潟大学医歯学総合病院）

五月女さき子（長崎大学病院）
シンポジウム３ 17：00～18：15 佐々木良平（神戸大学医学部附属病院）
歯科医学会会長講演 18：20～18：50 丹沢　秀樹（千葉大学）

B 会場 
（3F 国際会議場）

公募ワークショップ１ 9：10～10：25
柚鳥　宏和（長崎大学）

明石　昌也（神戸大学）

公募ワークショップ２ 13：45～14：45
青木　隆幸（東海大学）

野口　一馬（兵庫医科大学）

公募ワークショップ３ 15：55～16：55
川野真太郎（九州大学）

浜田　倫史（鹿児島大学）

C 会場 
（3F 会議室1－3）

口演1 9：05～9：50 吉川　博政（国立病院機構九州医療センター）
口演2 9：50～10：35 島本　裕彰（東京医科歯科大学）
口演3 13：45～14：48 山本　哲也（高知大学）
口演4 15：55～16：58 原田　浩之（東京医科歯科大学）
口演5 17：00～17：45 片倉　　朗（東京歯科大学）
口演6 17：45～18：21 岩井　俊憲（横浜市立大学附属病院）

D 会場 
（3F 会議室4－5）

口演7 9：05～9：50 冨永　和宏（九州歯科大学）
口演8 9：50～10：35 小林　　恒（弘前大学）
口演9 13：45～14：48 髙木　律男（新潟大学）
口演10 15：55～16：58 川尻　秀一（金沢大学）
口演11 17：00～18：03 鵜澤　一弘（千葉大学）

ポスター会場 
（1Ｆ 大ホール 

ホワイエ）

ポスター1 16：30～17：00 杉浦　　剛（鹿児島大学）
ポスター2 17：00～17：30 池邉　哲郎（福岡歯科大学）
ポスター3 17：30～18：00 鵜澤　成一（大阪大学）
ポスター4 16：30～17：00 楠川　仁悟（久留米大学）
ポスター5 17：00～17：30 髙橋　　哲（東北大学）
ポスター6 17：30～18：05 宮崎　晃亘（札幌医科大学）
ポスター7 16：30～17：00 森　　良之（自治医科大学）
ポスター8 17：00～17：30 三島　克章（山口大学）
ポスター9 16：30～17：00 大場　誠悟（長崎大学）
ポスター10 17：00～17：35 山下　善弘（宮崎大学）

座 長 一 覧
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1 月 25 日 （金）
会　場 セッション 時　間 座　　長

A 会場 
（2F 大ホール）

シンポジウム４ 9：00～10：00
道　　泰之（東京医科歯科大学）

比地岡浩志（鹿児島大学）

教育講演２ 10：05～11：05 梅田　正博（長崎大学）

シンポジウム５ 11：10～12：10
寺尾　保信（がん・感染症センター 都立駒込病院）

大山　厳雄（地方独立行政法人 静岡市立静岡病院）

指定ワークショップ2 13：15～14：15 太田　嘉英（東海大学）

公募ビデオセッション 14：20～16：00
堀江　彰久（独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院）

去川　俊二（埼玉医科大学国際医療センター）

B 会場 
（3F 国際会議場）

頭頸部がん診療連携
プログラム 9：00～10：00

梅田　正博（長崎大学）

中島　寅彦（独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター）

指定ワークショップ1 11：10～12：10
柳下　寿郎（日本歯科大学附属病院）

山城　正司（NTT東日本 関東病院） 

学術セミナー２ 12：20～13：10 横尾　　聡（群馬大学）

公募ワークショップ4 13：15～14：15
南川　　勉（神戸大学）  

柳本　惣市（長崎大学）

口演15 14：20～15：14 仙波伊知郎（鹿児島大学）

C 会場 
（3F 会議室1－3）

看護師・歯科衛生士
セッション 9：00～10：00 池上由美子（がん・感染症センター都立駒込病院）

口演12 10：05～11：08 渋谷　恭之（名古屋市立大学）

口演13 11：10～12：13 野口　　誠（富山大学）

口演14 13：15～14：18 佐々木　朗（岡山大学）

口演16 14：20～15：05 中村　典史（鹿児島大学）

口演17 15：10～15：55 野口　忠秀（自治医科大学）

ポスター会場 
（2Ｆ 大ホール 

ホワイエ）

ポスター11 13：15～13：45 中山　秀樹（熊本大学）

ポスター12 13：45～14：15 山下　佳雄（佐賀大学）

ポスター13 14：15～14：45 大廣　洋一（北海道大学）

ポスター14 13：15～13：45 田中　　彰（日本歯科大学）

ポスター15 13：45～14：15 河野　憲司（大分大学）

ポスター16 14：15～14：45 林　　孝文（新潟大学）

ポスター17 13：15～13：45 光藤　健司（横浜市立大学）

ポスター18 13：45～14：20 山田　朋弘（九州大学）

ポスター19 13：15～13：50 藤田　茂之（和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科）

ポスター20 13：50～14：25 大鶴　　洋（独立行政法人国立病院機構東京医療センター）

ポスター21 14：25～14：55 三浦　雅彦（東京医科歯科大学）
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参加者の皆様へ

（1）  会　　期
2019年１月23日（水）　　　　　　 理事会、評議員会、各種委員会
2019年１月24日（木）・25日（金） 　総会、学術大会
2019年１月26日（土）　　　　　　 教育研修会

（２）  会　　場
長崎ブリックホール
〒852-8104　長崎市茂里町 2-38
TEL : 095-842-2002　FAX : 095-842-2330

（３）  参加受付
場　所：１F エントランス
時　間：１月24日（木）8：30〜18：00
　　　　１月25日（金）8：30〜15：30

【事前参加受付】
 事前にお送りしております引換番号が記載されたメールをお手元にご準備のうえ、事前
参加登録受付にお越しください。参加証と抄録集をお渡しいたします。

【当日参加登録受付】
  参加登録申込書に必要事項を記入のうえ、当日参加登録受付にご提出ください。参加費

をお支払のうえ、参加証と抄録集をお受け取りください。
 ※ 参加証は、所属・氏名を記入のうえ、会場内では必ずご着用ください。

（4）  参 加 費

申込区分 当日登録 懇親会費
医師・歯科医師 15,000円

3,000円

大学院生・留学生※  7,000円

学　生※ 無　　料

看護師・歯科衛生士・その他の医療者  4,000円

企　業 15,000円

※ 学生は学生証を、大学院生、留学生は身分証明書（ネームプレート、在学証明書、学生
証等）をご提示ください。

（５）  抄 録 集
追加購入希望の方には、総合案内（１F エントランス）にて、2,000円（消費税込）で販売
いたします。

お知らせとお願い
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（６）  単位について
■日本歯科医師会生涯研修単位
 日本歯科医師会生涯研修単位に認定されております。
  日本歯科医師会生涯研修単位は、日本歯科医師会より配布された IC カードをカードリー

ダーにタッチすることで単位登録ができます。大会参加の際には IC カードを必ずご持参
ください

 場所： 口腔腫瘍学会事務局デスク（１F エントランス）

■日本歯科衛生士会第４次生涯研修制度
  本学術大会は、日本歯科衛生士会第４次生涯研修制度「特別研修」の対象セッションに

指定されております。
  後日、所定の申請書・日程表および参加証の写しを添付しご自身で日本歯科衛生士会へ

申請してください。

（7）  会員懇親会
日　時：１月24日（木）19：05〜20：40
場　所：長崎新聞文化ホール アストピア ２F 大ホール（翔鶴の間）
会　費：3,000円

（8）  共催セミナー
学術セミナー（ランチョンセミナー）
 １月24日（木）11：40〜12：30　B 会場
 １月25日（金）12：20〜13：10　B 会場
 ※ 学術セミナーへの参加は整理券が必要です。セミナー開始５分後にて整理券は無効と

なりますので、ご注意ください。
  整理券は、開催日当日に１F エントランスにて 8：30から配布予定です。
  先着順、お１人様１枚配布いたします。なお、定員になり次第、配布を終了いたします。

（９）  昼　　食
先述の学術セミナー（ランチョンセミナー）または、近隣のレストランをご利用ください。

（10） クローク
１F 交流スペースに開設いたします。
貴重品はお預かりできませんので、各自で管理をお願いいたします。
時　間：１月24日（木）8：30〜21：00
  　　１月25日（金）8：30〜16：30 

（11） 企業・書籍展示・物産展・ドリンクサービス
企業展示：３F 国際会議場ラウンジ
書籍展示・物産展・ドリンクサービス：２F 大ホールホワイエ
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（12） 喫煙、携帯電話のご利用について
会場内は全館禁煙です。
会場内での携帯電話は常にマナーモードにしてください。ご協力をお願いいたします。

（13） 録画・録音・写真撮影について
会場内では一切禁止です。ご協力をお願いたします。

（14） インターネットサービス
３F 国際会議場ラウンジにて無線 LAN 接続が可能です。

（15） 駐車場
長崎ブリックホール隣接市営有料駐車場
  • 駐車場収容台数152台
  • 出入庫時間：8：00〜22：00
  • 料金：最初の30分130円、その後30分毎に120円
※駐車料金の割引はございません。予めご了承ください。
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演者・座長の先生方へ

1．利益相反の開示について
日本口腔腫瘍学会では、利益相反状態の開示が必要です。
対象は、発表演題が臨床研究である場合で、筆頭演者自身の抄録提出１年前から発表時ま
でにおける、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関するものについてです。
共同演者については、不要です。また、培養細胞や実験動物を使用した基礎研究に関して
は対象外といたします。
学会での演題発表時に、学術大会ホームページの「演者・座長の先生方へ」（http://www.
c-linkage.co.jp/jsoo37/chairman_speaker.html）のサンプルに基づいて利益相反に関しての
情報を提示してください。口演発表の場合は演題タイトルの次のスライドに、ポスターの
場合は演題タイトルの直下の位置に提示してください。

2．座長の方へ
（1）  あらかじめ、ご自身がご担当されるセッションの会場の確認をお願いします。
（2）  担当セッション開始10分前までに、会場内の次座長席にご着席ください。
（3）  セッションにおいては、プログラムの時間の厳守をお願いするとともに、限られた時

間内にて発表が円滑に進行するようにご配慮ください。
（4）  ポスター座長はセッション開始10分前までに２F　ポスター会場前「座長受付」へお越

しください。
   ストップウォッチをお渡ししますので、計時はご自身でお願いします（タイムキーパー

はおりません）。

3．口演演者の方へ
（1） 発表時間について
  発表時間は以下のとおりです。
  参加者の皆様に活発な討論をしていただくために、発表時間の厳守をお願いいたします。

シンポジウム

個別に連絡したとおりですワークショップ

ビデオセッション

一般口演 発表６分、質疑３分

ポスター発表（優秀ポスター賞エントリー演題を含む） 発表３分、質疑２分

看護師・歯科衛生士セッション 発表６分、質疑２分

  ※ 別途座長から指示のある場合には、上記の限りではありません。
  ※ 学会のスムーズな進行の為、次演者席は会場前方左側に用意をしております。以降

の演者も次演者席で待機ください。
  ※ 口演中の PC の進行は、演者ご自身でお願いいたします。
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（2） 発表方法について
  •  発表は、PowerPoint による PC 発表のみとします。
   Windows の場合は CD-R または USB メモリのメディアでお持ちください。
   動画のある方と Macintosh の場合は必ずご自身の PC をお持ちください。
  •  盗難防止につき、発表時には手荷物を壇上へお持ちください。
  【PC受付】ご自身の発表会場にございます PC 受付にて直接データをご提出ください。
   ※ 演者は発表時間の60分前まで（朝一番のプログラムの30分前まで）に、発表デー

タをご提出ください。ファイル名は、必ず「演題番号・演者名」としてください。
     試写終了後は、発表セッションの開始10分前までに各会場内の次演者席にご着席

ください。
   ※ 会場では発表原稿の出力には対応できませんので、必ずご自身で事前にご準備く

ださい。

 〈メディアをご持参の場合〉
  •  運営事務局でご用意する PC は Windows です。アプリケーションは PowerPoint2007

〜2016が使用できます。
    Macintosh で作成されたデータには対応できませんので、必ずご自身のノート PC を

ご持参ください。
  •  発表データは、CD-R または USB フラッシュメモリーでご持参ください。
   ※  CD-R にデータをコピーするときには、ファイナライズ（セッションのクローズ）

作業を必ず行って下さい。この作業が行われていないと、作成した PC 以外では
データを開くことができませんので、ご注意ください。

  •  使用するフォントについては標準で装備されているフォント（MS・MSP 明朝、MS・
MSP ゴシック、Arial、Century、Times New Roman）をご使用ください。

  •  図面の解像度は XGA（1024×768ピクセル）です。このサイズより大きい場合は、ス
ライドの周囲が切れてしまいますのでご注意ください。

  •  動画（PowerPoint のアニメーション機能は除く）をご使用される場合は、ご自身の
ノート PC をご持参ください。音声は使用できません。

  •  データは最新のウイルス駆除ソフトを使用してウイルスチェックを行ってください。
  •  発表データはハードディスクにいったんコピーいたしますが、大会終了後に運営事

務局にて責任をもって消去いたします。

 〈ご自身のノートPCを使用される場合〉
  •  Windows、Macintosh ともに受付可能です。
  •  発表中または準備中にバッテリー切れとなることがあります。電源アダプターは必

ずご持参ください。
  •  会場で用意するPCケーブルコネクターの形状はMiniD-

sub15ピンです。
    この形状にあったノート PC をご用意いただくか、この

形状に変換するケーブルを必ずご用意ください（SONY
の VAIO、SHARP の Mebius、Macintosh など一部のノート PC には、MiniD-sub15
ピンが装備されていませんので、ご確認ください）。

  •  スクリーンセーバー、省電力機能、パスワード設定など発表の妨げとなるツールは
事前に解除しておいてください。

MiniD-sub15ピン
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  •  画面の解像度は XGA（1024×768ピクセル）です。解像度の切り替えが必要な PC
は、あらかじめ設定しておいてください。

  •  口演では円滑な発表に支障をきたすため、発表者ツールは使用できません。
  •  念のため、バックアップを CD-R または USB フラッシュメモリーでご持参ください。
  •  データ確認終了後は、発表会場の PC オペレーター席へ発表セッション開始30分前ま

でにご自身で PC をお持ちください。PC は、発表終了後にオペレーター席にて返却
いたします。

4．ポスター演者の方へ
（1）発表形式
   発表時間は、発表３分、質疑２分です。セッション開始15分前までにご自身のポスター

パネル前で待機してください。
  【ポスター発表時間】１月24日（木）16：30〜18：05
  　　　　　　　　　 １月25日（金）13：15〜14：55

（2）優秀ポスター賞
   優秀ポスター賞にエントリーいただいた演題の中から、審査のうえで「優秀ポスター

賞」を表彰いたします。１月25日（金）13：00以降に受賞者を総合受付前に掲示しま
す。受賞者は閉会式の際に行われる表彰式にご出席をお願いいたします。

（3）ポスター作成
  •  「発表ポスター」、「演題番号・演題名・演者名・所属・顔写真」をご準備ください。
    パネルサイズ縦210cm ×横90cm。本文スペースは最大190cm ですが、あまり下の方

まで使用すると見えづらく、発表・質疑応答の際に不便となりますので、ご注意く
ださい。

  •  ポスターは、下記の時間帯に、貼付お
よび撤去をお願いたします。

   【貼付】１月24日（木）９：05〜10：00
   【撤去】１月25日（金）14：55〜16：00
   ※ 貼付用のポスターピンは運営事務局

で用意いたします（各パネル前に設
置します）。撤去時間内に撤去され
なかったポスターは、運営事務局で
撤去のうえ、処分いたしますので、
ご了承ください。保管・返送はいた
しませんので、ご注意ください。

  •  ポスター内容を A4 判にまとめた資料
を50部ずつご用意ください。

演題名、発表者氏名、所属、顔写真の
表示は所定枠（横70㎝、縦20㎝）内に
入るように各自用意してください。

演題番号の表示は
各自用意してください。

演題
番号

顔
写
真

本　　文

演題名
発表者氏名・所属20cm

20cm 70cm
90cm

190cm

210cm
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第８回教育研修会のご案内
開催概要
日　時：2019 年１月26 日（土）10：00 〜 14：10
会　場：長崎ブリックホール3F　国際会議場
　　　　長崎市茂里町2-38　TEL：095-842-2002
参加費：5,000 円（テキスト代含む）
定　員：250 名
          ※事前登録で残席がある場合、当日参加受付を１月24日（木）8：30より学会場にて行います。

テキストならびに修了証
事前登録された皆様には、テキストを開催当日（１月26日（土））に受付でお渡しいたしますの
で必ず受付にお立ち寄りください。
終了証は原則として研修会終了後にお渡しいたします。

プログラム

10 : 00～10 : 10  開会の辞
 桐田 忠昭 先生（一般社団法人日本口腔腫瘍学会 理事長）
 横尾 聡 先生（教育研修委員会 委員長）

10 : 10 ～ 11 : 00 「頸部郭清の基本と頭頸部癌のトピックス」
 演者：中島 寅彦 先生（九州医療センター 頭頸部外科）
 座長：太田 嘉英 先生（東海大学医学部外科学系 口腔外科学教室）

11 : 10 ～ 12 : 00 「肝胆膵外科～最新！ 外科情報・外科医事情～」
 演者：高見 裕子 先生（九州医療センター 肝胆膵外科）
 座長：中山 秀樹 先生（熊本大学大学院感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野）

12 : 15 ～ 13 : 00 「口腔がんの薬物療法」〈昼食：「学術セミナー3」〉
 演者：本間 義崇 先生（ 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科 医長，消

化管内科 /希少がん対策室（併任））

 座長：梅田 正博 先生（ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 
口腔腫瘍治療学分野 教授）

13 : 10 ～ 14 : 00 「頭頸部癌の放射線治療」
 演者：山崎 拓也 先生（長崎大学放射線科）
 座長：山下 善弘 先生（宮崎大学医学部感覚運動医学講座 顎顔面口腔機能再建学講座）

14 : 00 ～ 14 : 10  閉会の辞
 梅田 正博 先生（第37回一般社団法人日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 大会長）
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プログラム

講　　演

招聘講演 1月24日木 10：30～11：30� A会場（2F�大ホール）
座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

IL Treatment results and prognostic factors of resectable oral cancer
○Chung Ji Liu
Director,�Department�of�Stomatology,�MacKay�Memorial�Hospital,�Taipei,�Taiwan�
Professor,�National�Yang�Ming�University,�Taipei,�Taiwan

特別講演 1月24日木 14：50～15：50� A会場（2F�大ホール）
座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

SL 頭頸部癌治療の最適化を目指して - 全国癌登録事業の整備と遺伝子診断 -
○丹生 健一
神戸大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野

教育講演1 1月24日木 13：45～14：45� A会場（2F�大ホール）
座長：栗田 浩（信州大学医学部歯科口腔外科）

EL1 がんバイオマーカーの探索から社会実装まで
○本田 一文
国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門

教育講演2 1月25日金 10：05～11：05� A会場（2F�大ホール）
座長：梅田 正博（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科�展開医療科学講座�口腔腫瘍治療学分野）

EL2 本邦における肺癌外科治療の動向
○永安 武
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　腫瘍外科学

歯科医学会会長講演 1月24日木 18：20～18：50� A会場（2F�大ホール）
座長：丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院�口腔科学講座）

 日本歯科医学会から日本歯科専門医機構への行程
○住友 雅人
日本歯科医学会会長

頭頸部がん診療連携プログラム 1月25日金 9：00～10：00� B会場（3F�国際会議場）
座長：梅田 正博（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科�展開医療科学講座�口腔腫瘍治療学分野）�

中島 寅彦（独立行政法人�国立病院機構�九州医療センター�耳鼻咽喉科）　　　　　　��　

 口腔がんに対するニボルマブ投与症例についての検討と「頭頸部がん診療連携プログラム」による
協力体制について
○桐田 忠昭
奈良県立医科大学　口腔外科学講座
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 頭頸部がん診療連携プログラムについて
○清田 尚臣
神戸大学医学部附属病院�腫瘍センター

シンポジウム1 1月24日木 9：05～10：25� A会場（2F�大ホール）
座長：大倉 正也（済生会松阪総合病院　口腔外科）�　�

上田 倫弘（北海道がんセンター�口腔腫瘍外科）

［ どのような多施設共同研究が行われているか ? ］

S1-1 唾液腺癌に対する TS-1術後補助化学療法の有効性に関する多施設共同試験の現状と課題
○山田 慎一1）、梅田 正博2）、桐田 忠昭3）、栗田 浩1）

1）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野、
3）奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座

S1-2 口腔癌頸部リンパ節転移の様相と術後補助療法に関する多施設共同研究
○長谷川 巧実1）、柳本 惣市2）、大鶴 光信3,4）、大倉 正也5,6）、山川 延宏7）、山田 慎一8）、古森 孝英1）

1）神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野、2）長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、
3）東海大学医学部　外科学系　口腔外科学領域、4）東海大学医学部付属病院　歯科口腔外科、
5）大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室、6）済生会松阪総合病院　口腔外科、7）奈良県立医科大学�口腔外科学講座、
8）信州大学医学部　歯科口腔外科学教室�

S1-3 早期舌扁平上皮癌における頸部後発転移に対する新規予測因子の検討
○山川 延宏1,8）、桐田 忠昭1,8）、梅田 正博2,8）、柳本 惣市2,8）、大倉 正也3,8）、相川 友直3）、太田 嘉英4,8）、
大鶴 光信4,8）、栗田 浩5,8）、山田 慎一5,8）、古森 孝英6）、長谷川 巧実6,8）、上田 倫弘7,8）

1）奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野、
3）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔疾患制御学講座口腔外科学第一教室、4）東海大学医学部外科学系口腔外科学、
5）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、6）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野、
7）北海道がんセンター口腔腫瘍外科、8）日本口腔がん臨床研究グループ�

S1-4 cN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究（END-TC study）
○柳本 惣市1）、梅田 正博1）、栗田 浩2）、桐田 忠昭3）

1）長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、2）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、
3）奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座

シンポジウム2 1月24日木 15：55～16：55� A会場（2F�大ホール）
座長：勝良 剛詞（新潟大学医歯学総合病院�歯科放射線科）　 　�

五月女 さき子（長崎大学病院�周術期口腔管理センター）

［ 口腔がん治療における周術期口腔機能管理とは ? ］

S2-1 がん手術後感染予防を目的とした口腔管理方法の標準化についての検討
○船原 まどか
九州歯科大学　歯学部　口腔保健学科　地域・多職種連携ユニット

S2-2 口腔・中咽頭がん放射線治療時の口腔粘膜炎と口腔カンジダ症のリスク因子 : 多施設共同研究によ
る326例の解析結果
○西井 美佳1）、長谷川 巧実1）、明石 昌也1）、五月女 さき子2）、柚鳥 宏和3）、川北 晃子3）、兒島 由佳4）、
船原 まどか5）、梅田 正博3）、古森 孝英1）

1）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野、2）長崎大学病院口腔管理センター、
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座口腔腫瘍治療学分野、4）関西医科大学病院歯科口腔外科、
5）九州歯科大学口腔保健学科
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S2-3 放射線性顎骨壊死（ORN) のリスク因子と予防法について～多施設共同後ろ向き研究の結果より～
○兒島 由佳1）、梅田 正博2）、川下 由美子3）、山田 慎一4）、栗田 浩4）、長谷川 巧実5）、古森 孝英5）、
上田 順宏6）、桐田 忠昭6）、高島 裕之7）、渋谷 恭之7）、河岡 有美1）

1）関西医科大学附属病院　歯科口腔外科、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座口腔腫瘍治療学分野、
3）長崎大学病院周術期口腔管理センター、4）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、
5）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野、6）奈良県立医科大学口腔外科学講座、
7）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医学講座口腔外科学分野

シンポジウム3 1月24日木 17：00～18：15� A会場（2F�大ホール）
座長：佐々木 良平（神戸大学医学部附属病院　放射線腫瘍科）

［ 有望な放射線治療とは ? ］

S3-1 頭頸部・口腔悪性腫瘍に対する強度変調放射線治療（IMRT）
○佐々木 良平
神戸大学医学部附属病院　放射線腫瘍科

S3-2 低線量率小線源治療（組織内照射）について
○吉村 亮一
東京医科歯科大学　腫瘍放射線治療学分野

S3-3 口腔悪性腫瘍に対する粒子線治療（陽子線・重粒子線）
○出水 祐介
兵庫県立神戸陽子線センター　放射線治療科

S3-4 再発頭頸部・口腔がんに対するホウ素中性子捕捉療法
○加藤 逸郎1）、藤田 祐生2）、大前 政利3）、岩上 隆紀4）、村田 勲5）、中澤 光博1）、墨 哲郎2）、岩井 聡一1）、
鈴木 実6）、小野 公二7）、鵜澤 成一1）

1）大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室、2）市立豊中病院　歯科口腔外科、
3）りんくう総合医療センター　歯科口腔外科、4）阪南市民病院　歯科口腔外科、5）大阪大学　大学院工学研究科環境エネルギー、
6）京都大学　複合原子力科学研究所　粒子線腫瘍学研究センター、7）大阪医科大学　関西BNCT共同医療センター

シンポジウム4 1月25日金 9：00～10：00� A会場（2F�大ホール）
座長：道 泰之（東京医科歯科大学�顎口腔外科学分野）　　　　　　　　　　　　　�

比地岡 浩志（鹿児島大学�大学院医歯学総合研究科�顎顔面疾患制御学分野）

［ 予防的頸部郭清術はどのような症例で有用か ? ］

S4-1 予防的頸部郭清術はどのような症例で有用か ? = Wait-and-See の観点から =
○吉田 遼司1）、坂田 純基1）、山名 啓介1）、中嶋 光1）、有田 英生1）、川口 翔1）、郷原 俊輔1）、永尾 優果1）、
川原 健太1）、廣末 晃之1）、福間 大喜1）、尾木 秀直1）、平木 昭光2）、篠原 正徳3）、中山 秀樹1）

1）熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門　感覚・運動医学講座　歯科口腔外科学分野、
2）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野、3）医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院

S4-2 T1-2N0M0舌癌に対し予防的頸部郭清術は必要か ?
○大鶴 光信1,2）

1）東海大学医学部大磯病院口腔外科、2）東海大学医学部外科学系口腔外科

S4-3 口腔癌 N0 症例の治療戦略について（センチネルリンパ節生検症例から考える予防的頸部郭清術
と今後の課題）
○合田 啓之、中城 公一
愛媛大学　大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座
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シンポジウム5 1月25日金 11：10～12：10� A会場（2F�大ホール）
座長：寺尾 保信（がん・感染症センター�都立駒込病院�形成再建外科）�

大山 厳雄（地方独立行政法人�静岡市立静岡病院�口腔外科）　　

［ 口腔がんの理想的な再建手術とは ? ］

S5-1 広範囲な下顎区域切除に対する理想的な下顎再建とは ?
○平井 英治1）、去川 俊二2）、山本 晃三1）、西川 健1）、藤井 誠子1）

1）大分赤十字病院　歯科 ･口腔外科、2）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科

S5-2 舌亜全摘に対する理想的な切除と再建の考え方とは
○伏見 千宙
国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター

S5-3 理想的な上顎再建とは ?
○牧野 陽二郎、石田 勝大、兒玉 浩希、岸 慶太
東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

S5-4 口腔がん再建患者の周術期 QOL について
○佐々木 剛史、青木 隆幸、傳田 祐也、青山 謙一、長谷川 大悟、瀬田 祥平、大澤 侑子、太田 嘉英、
金子 明寛
東海大学　医学部　外科学系口腔外科

指定ワークショップ1 1月25日金 11：10～12：10� B会場（3F�国際会議場）
座長：柳下 寿郎（日本歯科大学附属病院�歯科放射線・口腔病理診断科）�

山城 正司（NTT東日本�関東病院�歯科口腔外科）　　　　　　�　

［ 外科病理シリーズ　共同研究委員会 WG2 『表在癌』舌表在癌 - 切除マージンの設定を考える - ］

SW1-1 早期舌癌の治療における光学機器を用いた切除範囲の設定
○柴原 孝彦
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

SW1-2 舌表在癌の診断と治療―舌エコーを中心に―
○八木原 一博1）、石井 純一1）、石川 文隆2）

1）埼玉県立がんセンター　口腔外科、2）埼玉県立がんセンター　病理診断科

SW1-3 表在性舌癌切除における全周術中迅速病理診断
○莇生田 整治1）、宮下 英高1）、相馬 智也1）、宗像 花楠子1,2）、工藤 葉子1）、中川 種昭1）、河奈 裕正1,3）

1）慶應義塾大学　医学部　歯科・口腔外科学教室、2）がん・感染症センター都立駒込病院　口腔外科、
3）神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科

指定ワークショップ2 1月25日金 13：15～14：15� A会場（2F�大ホール）
座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系口腔外科）

［ 口腔癌規約・ガイドライン ］

SW2-1 口腔癌取扱い規約の改訂のポイント
○太田 嘉英1,2）

1）東海大学医学部外科学系口腔外科学領域、2）日本口腔腫瘍学会口腔癌取扱い規約検討委員長

SW2-2 口腔癌取扱い規約第2版における病理の変更ポイント
○長塚 仁1,2）

1）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野、2）日本臨床口腔病理学会　口腔癌診断基準検討委員会
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SW2-3 口腔癌診療ガイドライン第3版における改訂のポイント
○中村 誠司
日本口腔腫瘍学会　WG1『口腔癌診療ガイドライン』改定委員会　委員長�
九州大学大学院　歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　顎顔面腫瘍制御学分野

公募ワークショップ1 1月24日木 9：10～10：25� B会場（3F�国際会議場）
座長：柚鳥 宏和（長崎大学大学院�医歯薬学総合研究科�口腔腫瘍治療学分野）�

明石 昌也（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野） �　

［ 術後合併症を減らす周術期管理とは ? ］

KW1-1 切除可能進行口腔癌に対する即時再建手術患者における手術部位感染のリスク因子の検討
○石田 優1）、柚鳥 宏和1）、冨永 萌2）、橘 進彰3）、岩谷 博篤4）、柳本 惣市1）、梅田 正博1）

1）長崎大学　大学院　医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、2）長崎大学病院研修医、3）加古川中央市民病院歯科口腔外科、
4）加古川中央市民病院形成外科

KW1-2 口腔がん手術における周術期管理の標準化を目指して
○長谷川 温、河野 通秀、渡辺 正人、菅野 勇樹、池畑 直樹、近津 大地
東京医科大学口腔外科学分野

KW1-3 口腔がん切除再建後の皮弁壊死を防止するための術前・術中・術後管理について
○松永 和秀1）、長田 哲次1）、吉村 卓也2）、榎本 明史3）、中村 典史2）、濱田 傑3）

1）近畿大学医学部奈良病院　歯科口腔外科、2）鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野、
3）近畿大学医学部附属病院　歯科口腔外科

KW1-4 再建を伴う口腔癌の周術期静脈血栓塞栓症について
○筧 康正、明石 昌也、長谷川 巧実、南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科外科系講座　口腔外科学分野

KW1-5 口腔癌再建術後のカニューレ交換に関する喉頭所見スコア化の試案
○岡田 拓朗、伏見 千宙、増淵 達夫、多田 雄一郎、馬場 大輔、山崎 森里生、田中 惇平、木谷 洋輔、
北嶋 達也、三浦 弘規
国際医療福祉大学　三田病院　頭頸部腫瘍センター

公募ワークショップ2 1月24日木 13：45～14：45� B会場（3F�国際会議場）
座長：青木 隆幸（東海大学医学部外科学系口腔外科学領域）　　　　　�

野口 一馬（兵庫医科大学�歯科口腔外科学講座）　　　 �　　　　�
特別発言：鵜澤 成一（大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室）

［ 術後機能を考えた口腔がん治療とは ? ］

KW2-1 根治的頸部郭清術変法後の僧帽筋のサイズ変化と上肢機能障害の関連についての検討
○大林 佑子1）、吉住 潤子1）、首藤 俊一1）、安西 寛真1）、白川 心一郎3）、佐々木 三奈1）、勝俣 由里1）、
橋本 憲一郎1）、池邉 哲郎2）、平木 昭光1）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学分野、2）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野、
3）福岡歯科大学病院　整形外科・リハビリテーション科

KW2-2 口腔癌術後患者の機能評価についての検討
○山川 延宏、中山 洋平、上田 順宏、柳生 貴裕、桐田 忠昭
奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座

KW2-3 舌半側切除後の前腕皮弁再建における機能を考慮したサイズの決定
○榊原 晶子1）、楠元 順哉1）、長谷川 巧実1）、榊原 俊介2）、明石 昌也1）、南川 勉1）、古土井 春吾1）、
橋川 和信2）、古森 孝英1）

1）神戸大学医学研究科外科系講座口腔外科学、2）神戸大学医学研究科外科系講座形成外科学
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KW2-4 腓骨皮弁による下顎再建後に広範囲顎骨支持型補綴装置による治療を行った症例のアウトカムにつ
いて
○高岡 一樹、野口 一馬、曽束 洋平、吉川 恭平、川邊 睦記、森寺 邦康、岸本 裕充
兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座

KW2 特別発言 口腔機能評価と患者 QOL 評価の標準化の必要性について
○鵜澤 成一
大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室

公募ワークショップ3 1月24日木 15：55～16：55� B会場（3F�国際会議場）
座長：川野 真太郎（九州大学大学院歯学研究院�口腔顎顔面病態学講座�顎顔面腫瘍制御学分野）　　　�

浜田 倫史（鹿児島大学�大学院医歯学総合研究科�顎顔面機能再建学講座�顎顔面疾患制御学分野）

［ 臨床応用につながる口腔がん基礎研究とは ? ］

KW3-1 NOTCH1は口腔扁平上皮癌の標的分子となり得るか ?【遺伝子解析から分子的解析まで】
○青山 謙一1,2）

1）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学、2）東海大学　医学部　基礎医学系　分子生命科学

KW3-2 口腔がんにおける microRNA を介した悪性形質制御
○吉田 遼司1）、中嶋 光1）、坂田 純基1）、有田 英生1）、永田 将士1）、田中 拓也1）、川原 健太1）、廣末 晃之1）、
福間 大喜1）、尾木 秀直1）、平木 昭光3）、篠原 正徳2）、中山 秀樹1）

1）熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門　感覚・運動医学、講座　歯科口腔外科学分野、
2）医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院、3）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

KW3-3 炭酸ガスを使用した効率的な低酸素環境改善による口腔癌の新規治療法の開発と治療抵抗性の改善
効果
○長谷川 巧実、武田 大介、齋藤 泉、岩田 英治、筧 康正、榊原 晶子、明石 昌也、南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野

KW3-4 リキッドバイオプシーによる口腔癌プレシジョン治療への取り組み
○久米 健一、浜田 倫史、中村 康大、松村 吉晃、比地岡 浩志、杉浦 剛
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　顎顔面　疾患制御学分野

公募ワークショップ4 1月25日金 13：15～14：15� B会場（3F�国際会議場）
座長：南川 勉（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）　　　��　�

柳本 惣市（長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野）

［ Unusual な再発をする症例とは ? ］

KW4-1 当科における Unusual な再発症例について
○筧 康正、南川 勉、松田 彩、榊原 晶子、長谷川 巧実、明石 昌也、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科　口腔外科学分野

KW4-2 cT2N0M0舌癌の治療中に肺への遠隔転移を認め、後に頸部転移が明らかになった1例
○檀上 敦、山下 佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

KW4-3 Unusual な再発転移をきたした舌癌の症例
○重田 崇至、松井 太輝、綿越 健太、赤澤 登
兵庫県立がんセンター　口腔外科
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KW4-4 肺転移を認めた顎下腺原発筋上皮癌のニボルマブを用いた治療経験～文献レビューによる筋上皮癌
の再発・転移 , 予後について～
○近藤 英司、山田 慎一、酒井 洋徳、鎌田 孝広、盛岡 昌史、秋田 大輔、橋詰 正夫、森下 廣太、柴田 哲伸、
栗田 浩
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

公募ビデオセッション 1月25日金 14：20～16：00� A会場（2F�大ホール）
座長：堀江 彰久（独立行政法人労働者健康安全機構�関東労災病院�歯科口腔外科）�

去川 俊二（埼玉医科大学国際医療センター形成外科）　　 �　　　　　　　

［ 口腔がん手術で行っている私の工夫 ］

VS-1 舌癌の舌部分切除における工夫
○堀江 彰久
関東労災病院歯科口腔外科

VS-2 頸部郭清術の術式 Level IV の郭清について再考する
○榎木 祐一郎1）、林 直樹1）、浅野 悠2）、去川 俊二2）、菅澤 正1）

1）埼玉医科大学国際医療センター�頭頸部腫瘍科、2）埼玉医科大学国際医療センター�形成外科

VS-3 頚部郭清術への Energy Device の応用
○楠川 仁悟、緒方 絹子、篠崎 勝美、轟 圭太、田上 隆一郎、武富 孝治、中村 守厳
久留米大学　医学部　歯科口腔医療センター

VS-4 エナジーデバイスを用いた無結紮頚部郭清術
○増淵 達夫1,2）、伏見 千宙1）、山崎 森里生1）、田中 惇平1）、田中 太邦3）

1）国際医療福祉大学三田病院、2）日本歯科大学、3）公立豊岡病院組合立豊岡病院歯科口腔外科

VS-5 下顎骨再建の工夫 : レジンフレーム法下顎骨再建における recipient site および donor site のシ
ミュレーション
○早坂 純一1）、去川 俊二2）、伊藤 弘人3）、草間 幹夫4）、森 良之1）

1）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、2）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科、3）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
4）国際医療福祉大学病院　歯科口腔外科

VS-6 インドシアニングリーン血管造影法を用いた遊離皮弁血管吻合部の術中視覚的血液還流評価につい
て
○江口 貴紀
東芝林間病院　歯科口腔外科

看護師・歯科衛生士セッション 1月25日金 9：00～10：00� C会場 3F�会議室（1-3）
座長：池上 由美子（がん・感染症センター都立駒込病院�看護部主任�歯科衛生士）

NS-DH1 歯科衛生士による口腔がん患者周術期口腔機能管理の取り組みとその効果について
○田頭 美穂1）、石丸 彩夏1）、北向 由紀子1）、常清 美佑1）、赤嶺 利沙2）、森 紘一郎3）、永嶌 勝之3）、
田中 文恵3）、勝俣 由里3）、吉住 潤子3）、佐々木 三奈3）、橋本 憲一郎3）、平木 昭光3）、池邉 哲郎3）

1）福岡歯科大学　医科歯科　総合病院　歯科衛生士部、2）福岡医療短期大学　歯科衛生学科　専攻科、
3）福岡歯科大学　口腔顎顔面外科学講座

NS-DH2 当科における癌患者の口腔機能管理に関する後ろ向き観察研究
○中沢 侑香1）、山田 慎一2）、横関 麻里2）、川本 真貴子2）、梶原 稜2）、森下 廣太2）、太田 亮輔3）、
矢谷 実英4）、鈴木 大介2）、小田切 宏樹2）、柴田 哲伸5）、高橋 絢1）、宮林 明衣1）、宮崎 詠里1）、
東本 珠佳1）、栗田 浩2）

1）信州大学　医学部　付属病院　特殊歯科・口腔外科、2）信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室、
3）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、4）横浜市立大学大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能制御学、
5）JA長野厚生連　南長野医療センター篠ノ井総合病院　歯科口腔外科
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NS-DH3 咽頭・喉頭癌患者を対象とした当科における周術期口腔機能管理の効果の検討
○井上 千恵子1）、鈴木 祐子1）、若林 宣江1）、上村 真純1）、長瀬 加奈1）、杉村 安美1）、三好 香織1）、
安野 ななほ1）、加藤 隆子1）、戸井田 紀子1）、杉浦 康史2）、杉山 知子2）、野口 忠秀2）、神部 芳則2）、
森 良之2）

1）自治医科大学附属病院　歯科口腔外科・矯正歯科、2）自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座

NS-DH4 頭頸部癌治療におけるエピシル口腔用液の有用性の評価
○山内 千佳1）、菱田 純代2）、中根 昇吾2）、澤村 萌香2）、森田 麻希2）、加藤 伸一郎2）、青木 尚史2）、
渋谷 恭之2）

1）名古屋市立大学病院　歯科口腔外科、
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体機能・構造医学専攻　感覚器・形成医学講座　口腔外科学分野

NS-DH5 エピシル® 口腔用液の疼痛緩和効果
○鈴木 志保、水谷 美保、原園 陽介、加地 博一、鈴木 恵美子、加藤 瞳、鈴木 美帆、山城 正司
NTT東日本関東病院

NS-DH6 ベッドサイドにおける作業効率を考慮した口腔ケア用コップホルダーの開発
○戸田 浩司1）、若林 宜江2）、川上 勝3）、井上 千恵子2）、山川 道代4）、伊藤 弘人5）、森 良之4）

1）自治医科大学附属病院歯科口腔外科、2）自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科、3）自治医科大学看護学部、
4）自治医科大学歯学部歯科口腔外科学講座、5）那須赤十字病院歯科口腔外科

学術セミナー1 1月24日木 11：40～12：30� B会場（3F�国際会議場）

GS-1 腫瘍に起因した劣化型骨質患者へのインプラント治療―新規インプラントデザイン FINESIA の提
案―
○黒嶋 伸一郎
長崎大学生命医科学域　口腔インプラント学分野

 共催：京セラ株式会社

学術セミナー2 1月25日金 12：20～13：10� B会場（3F�国際会議場）
座長：横尾 聡（群馬大学大学院医学系研究科�口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座）

GS-2 頭頸部がんにおける免疫チェックポイント阻害薬
○清田 尚臣
神戸大学医学部附属病院�腫瘍センター

 共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

口腔がん登録説明会 1月24日木 17：00～18：00� B会場（3F�国際会議場）

 日本口腔外科学会・日本口腔腫瘍学会合同の口腔がん登録事業について
○中村 誠司1）、長谷川 和樹2） 

1）（公社）日本口腔外科学会・口腔外科疾患調査委員会委員長、2）（一社）日本口腔腫瘍学会・口腔がん登録委員会委員長
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一般演題（口演）

口演1 1月24日木 9：05～9：50� C会場 3F�会議室（1-3）

［悪性腫瘍1］� 座長：吉川 博政（国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科 /口腔腫瘍・口腔ケアセンター）

1-C-1 本態性血小板血症を伴った口蓋部扁平上皮癌の1例
○寺沢 史誉、白水 敬昌、藤田 珠理、中尾 巧晃、嘉悦 淳男
豊橋市民病院�歯科口腔外科

1-C-2 侵襲的歯科治療が契機となり汎下垂体機能低下症が顕在化した舌癌の1例
○大橋 祐生、小野寺島 慧、角田 直子、宮本 郁也、山田 浩之
岩手医科大学　歯学部　口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

1-C-3 Trousseau 症候群を合併した歯肉癌の1例
○貝淵 信之1）、岡本 俊宏1,2）、赤城 裕一1）、深田 健治1）、安藤 智博1）

1）東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、2）東京女子医科大学　八千代医療センター　歯科口腔外科

1-C-4 舌扁平上皮癌の術後26年に生じた腺扁平上皮癌の1例
○隅田 賢正、飯田 明彦、小林 孝憲、成松 花弥
長岡赤十字病院　歯科口腔外科

1-C-5 白板症・乳頭腫術後に生じた下顎歯肉乳頭状扁平上皮癌の一例
○日笠 紘志1）、榊原 典幸1）、水野 貴行1）、加藤 卓己1）、竹川 英輝1）、箕輪 和行2）

1）日鋼記念病院　歯科口腔外科、2）北海道大学大学院　歯学研究科口腔病態学講座　歯科放射線学教室

口演2 1月24日木 9：50～10：35� C会場 3F�会議室（1-3）

［悪性腫瘍2］� 座長：島本 裕彰（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野）

1-C-6 薬剤性血栓性微小血管障害症が疑われた舌癌の1例
○脇田 壮、堀部 宏茂、丹下 和久
春日井市民病院　歯科口腔外科

1-C-7 下顎臼後部に発生したリンパ上皮癌の1例
○町田 智正1）、荘司 洋文1）、猪俣 徹1）、北詰 栄里1）、岡部 貞夫2）、辺見 卓男2）、岩田 洋2）、姫野 敬生3）、
山口 昌彦3）、出雲 俊之2）、柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科、
3）彩の国東大宮メディカルセンター　歯科口腔外科

1-C-8 Stenon’s 管に発生した Mammary analogue secretory carcinoma の1例
○加藤 禎彬1）、西山 明宏1）、柴原 孝彦2）、片倉 朗1）

1）東京歯科大学　口腔病態外科学講座、2）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座

1-C-9 舌に初発症状を呈した皮膚γδ T 細胞リンパ腫の一例
○小田切 宏樹、近藤 英司、森下 廣太、橋詰 正夫、秋田 大輔、盛岡 昌史、酒井 洋徳、山田 慎一、栗田 浩
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

1-C-10 診断に苦慮した下顎歯肉癌術後に生じた壊疽性膿皮症の1例
○今井 智章1）、墨 哲郎2）、岩井 聡一1）、中澤 光博1）、鵜澤 成一1）

1）大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室、2）市立豊中病院　歯科口腔外科

口演3 1月24日木 13：45～14：48� C会場 3F�会議室（1-3）

［悪性腫瘍3］� 座長：山本 哲也（高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

1-C-11 下顎歯肉転移を生じた悪性胸膜中皮腫の1例
○多田 晋也、末松 基生
明和病院　歯科口腔外科
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1-C-12 ダウン症候群患者に生じた下唇癌の1 例
○藤田 珠理、白水 敬昌、嘉悦 淳男、寺沢 史誉、近藤 佑亮、中尾 巧晃
豊橋市民病院　歯科口腔外科

1-C-13 上顎骨に発生した孤立性形質細胞腫の一例
○山形 優子1）、小井田 奈美1,2）、三澤 常美1）、原田 浩之2）

1）地方独立政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院　口腔外科、2）東京医科歯科大学�医歯学総合研究科�顎口腔外科学分野

1-C-14 臼後部に発生した明細胞型粘表皮癌の1例
○片岡 利之、赤城 裕一、貝淵 信之、深田 健治、安藤 智博
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室

1-C-15 舌腹原発脱分化扁平上皮癌の一例
○草深 公秀1）、竹内 照美1,2）

1）静岡県立静岡がんセンター　病理診断科、2）静岡県立静岡がんセンター��歯科・口腔外科

1-C-16 下顎骨に発生した歯原性癌腫の1例
○原 夕子1）、小玉 直樹1）、池田 順行1）、小山 貴寛1）、勝見 祐二1）、新垣 元基1）、隅田 賢正1）、木口 哲郎1）、
西山 昌秀2）、林 孝文2）、山崎 学3）、田沼 順一3）、永田 昌毅1）、高木 律男1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科学分野、2）新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野、
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野

1-C-17 臼後部に発生した明細胞癌の1例
○安井 佑太1）、相馬 智也1）、宮下 英高1）、軽部 健史1）、長嶺 宏樹1）、中川 種昭1）、河奈 裕正2）、
鬼澤 勝弘3）、莇生田 整治1）

1）慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室、2）神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科、3）川崎市立川崎病院　歯科口腔外科

口演4 1月24日木 15：55～16：58� C会場 3F�会議室（1-3）

［再建］� 座長：原田 浩之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野）

1-C-18 遊離腓骨皮弁による下顎再建のための3D シミュレーションとガイド下手術
○宮下 仁1）、佐藤 奈央子2）、北村 淳1）、川井 忠1）、高木 尚之3）、黒沢 是之3）、高地 崇3）、小川 武則4）、
原田 貴之5）、武田 裕利1）、片岡 良浩1）、野上 晋之介1）、山内 健介1）、永井 宏和1）、加藤 裕光5）、
小山 重人2）、佐々木 啓一6）、高橋 哲1）

1）東北大学　大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野、2）東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部、
3）東北大学　大学院医学研究科　形成再建外科、4）東北大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
5）東北大学病院　中央技工室、6）東北大学　大学院歯学研究科　口腔機能形態学講座　口腔システム補綴学分野

1-C-19 皮弁再建術後のボリュームと栄養状態との関係について
○見立 英史1）、古賀 喬充1）、中谷 佑哉1）、四道 玲奈1）、杉原 考輝1）、楢原 峻1）、本間 遼1）、原 昌士1）、
森 紘一郎2）、森 志穂美2）、吉住 潤子3）、平木 昭光3）、池邉 哲郎2）、大場 誠悟1）、朝比奈 泉1）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学分野、2）福岡歯科大学口腔顎顔面外科学講座口腔外科学分野、
3）福岡歯科大学口腔顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野

1-C-20 悪性腫瘍による下顎骨再建手術の後方視的検討
○森寺 邦康1）、野口 一馬1）、曽束 洋平2）、吉川 恭平1）、川邊 睦記1）、高岡 一樹1）、岸本 裕充1）

1）兵庫医科大学歯科口腔外科学講座、2）形成外科学講座

1-C-21 上顎部切後開口運動域0mm 患者に対する腓骨皮弁を用いた整容・機能改善手術
○矢野 智之1）、吉松 英彦1）、辛川 領1）、前田 恵里沙1）、眞島 昂也1）、福島 啓文2）、三谷 浩樹2）、澤泉 雅之1）

1）がん研有明病院　形成外科、2）がん研有明病院　頭頸科

1-C-22 口腔癌患者に対する地域医療連携における歯科補綴医の役割 - 術前からの補綴的介入による顎骨再
建患者への対応 -
○勅使河原 大輔1）、浅野 悠2）、榎木 祐一郎3）、去川 俊二2）、林 直樹3）、藤澤 政紀1）

1）明海大学　歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野、2）埼玉医科大学　国際医療センター　形成外科、
3）埼玉医科大学　国際医療センター　頭頸部腫瘍科
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1-C-23 下顎区域切除後の顎補綴による咬合回復を考慮した顎堤再建
○林 直樹1）、去川 俊二2）、浅野 悠2）、榎木 祐一郎1）、勅使河原 大輔3）、早坂 純一4）、菅澤 正1）

1）埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科、2）埼玉医科大学国際医療センター形成外科、
3）明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野、4）自治医科大学付属病院歯科口腔外科

1-C-24 補綴使用を目指した腓骨皮弁を用いた下顎再建
○浅野 悠1）、榎木 祐一郎2）、林 直樹2）、勅使河原 大輔3）、去川 俊二1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科、2）埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科、
3）明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

口演5 1月24日木 17：00～17：45� C会場 3F�会議室（1-3）

［臨床統計1］� 座長：片倉 朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）

1-C-25 当科における舌扁平上皮癌の術後再発例の検討
○佐藤 春樹1）、長縄 憲亮1）、早川 泰平1）、丸瀬 靖之2）、小野 翔矢2）、大原 令子2）、佐久間 英規2）、
大岩 伊知郎1,2）

1）名古屋第一赤十字病院　歯科口腔外科、2）名古屋第一赤十字病院　歯科

1-C-26 都立駒込病院口腔外科における口腔癌の臨床統計的検討 - 第2報 -
○内田 育宏1）、木村 大志1）、大山 定男2）、長谷川 稔洋2）、小川 千晴2）、寺尾 保信3）、吉田 俊一4）、
莇生田 整治5）、宮下 英高5）、相馬 智也5）、臼田 慎6）

1）日野市立病院　口腔外科、2）都立駒込病院　口腔外科、3）都立駒込病院　形成外科、
4）国立病院機構　霞ヶ浦医療センター　口腔外科、5）慶應義塾大学医学部　口腔外科、6）立川病院　口腔外科

1-C-27 口腔扁平上皮癌の両側・対側頸部リンパ節転移例に関する多施設共同研究 : 対側の予防郭清は予後
を改善するか ?
○坂本 由紀1,2,3）、柳本 惣市2）、山田 慎一4）、長谷川 巧実3）、大倉 正也5）、山川 延宏6）、梅田 正博2）

1）広野高原病院、2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野、3）神戸大学医学研究科外科系講座口腔外科、
4）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、5）大阪大学歯学部附属病院、6）奈良県立医科大学口腔外科学講座

1-C-28 後期高齢者口腔癌症例の臨床学的検討
○武田 裕利1）、宮下 仁1）、黒羽根 壮1）、田代 和樹1）、川井 忠1）、野上 晋之介1）、北村 淳1）、纐纈 衆1）、
齊藤 博紀1）、齊藤 志都1）、黒田 佳奈子1）、小川 武則2）、大越 明2）、石田 英一2）、森 士朗1）、山内 健介1）、
永井 宏和1）、高橋 哲1）

1）東北大学大学院　歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野、2）東北大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

1-C-29 当院における過去12年間の口腔がん症例の臨床的検討
○伊藤 洋平1）、大林 修文1）、齊藤 輝海1）、柏原 捷1）、大隅 縁里子1）、長谷川 令賀1）、長尾 徹2）

1）岡崎市民病院　歯科口腔外科、2）愛知学院大学　歯学部　顎顔面外科学講座

口演6 1月24日木 17：45～18：21� C会場 3F�会議室（1-3）

［臨床統計2］� 座長：岩井 俊憲（横浜市立大学附属病院�歯科・口腔外科・矯正歯科）

1-C-30 初診時臨床診断「舌白板症」の病態動向
○北詰 栄里1）、荘司 洋文1,3）、猪俣 徹1）、町田 智正1）、岡村 尚1）、辺見 卓男2）、岡部 貞夫1,3）、出雲 俊之2）、
柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科、3）口腔がん診療センター

1-C-31 上顎歯肉扁平上皮癌 T4症例の臨床的検討
○大迫 利光、釘本 琢磨、黒嶋 雄志、平井 秀明、望月 裕美、田中 香衣、富岡 寛文、島本 裕彰、道 泰之、
原田 浩之
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野
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1-C-32 周術期口腔がん患者における臨床的に有意な QOL の変化について
○青木 隆幸1）、太田 嘉英1）、佐々木 剛史1）、鈴木 崇嗣1,2）、傳田 祐也1）、青山 謙一1）、新井 俊弘1,3）、
金子 明寛1）

1）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学領域、2）山王台病院　歯科口腔外科、
3）国立病院機構　静岡医療センター　歯科口腔外科

1-C-33 当科における口腔癌患者の臨床統計学的検討
○白土 博司、玉川 崇皓、寺田 義昭、西澤 智香子、天沢 逸帆、野村 さやか、田中 孝佳、金子 忠良
日本大学歯学部口腔外科学講座

口演7 1月24日木 9：05～9：50� D会場 3F�会議室（4-5）

［悪性腫瘍4］� 座長：冨永 和宏（九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野）

1-D-1 口蓋に発生したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
○関根 理予1）、角屋 貴則2）、有泉 高晴1）、関川 翔一1）、渡邉 美貴1）、中島 啓3）、岩本 昌士4）、恩田 健志1）、
松坂 賢一3）、柴原 孝彦1）

1）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、2）東京都立大塚病院　口腔科、3）東京歯科大学　臨床検査病理学講座、
4）東京歯科大学　口腔病態外科学講座

1-D-2 下顎骨区域切除術のリポジショニングデバイス（RPD）の工夫
○上田 潤1）、小林 英三郎2）、小根山 隆浩1）、戸谷 収二1）、水谷 太尊1）、田中 彰2）

1）日本歯科大学新潟病院　口腔外科、2）日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座

1-D-3 三叉神経痛様疼痛を主訴とした終末期の肝内胆管癌患者にみられた側頭下窩悪性腫瘍に対して緩和
的治療を行った1例
○佐藤 文彦、齋田 昂佑
一宮市立市民病院　歯科口腔外科

1-D-4 当科における80歳以上口腔がん手術症例の検討
○榊原 典幸1）、水野 貴行1）、加藤 卓己1）、日笠 紘志1）、坂田 健一郎2）、竹川 英輝1）、箕輪 和行3）

1）日鋼記念病院　歯科口腔外科、2）北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学講座　口腔診断内科学教室、
3）北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学講座　歯科放射線学教室

1-D-5 左下顎に発生した粘液線維肉腫の1例
○土肥 昭博、小佐野 仁志、五十嵐 久朗、渡辺 秀紀
自治医科大学附属さいたま医療センター

口演8 1月24日木 9：50～10：35� D会場 3F�会議室（4-5）

［悪性腫瘍5］� 座長：小林 恒（弘前大学大学院医学研究科医科学専攻歯科口腔外科学講座）

1-D-6 褐色細胞腫が判明した頸部郭清術の1例
○木下 弘幸、阿部 友亮、森 建輔、牧 茉由子、光川 美優
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　歯科口腔外科

1-D-7 口腔に発生した MTX 関連リンパ増殖性疾患の4例
○鈴木 啓佑、栗原 淳、小川 将、市川 未来、清水 崇寛、武者 篤、高山 優、横尾 聡
群馬大学　大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座

1-D-8 当科におけるメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の3例
○大橋 雄高1）、筧 康正2）、松田 彩2）、榊原 晶子2）、長谷川 巧実2）、南川 勉2）、古森 孝英2）

1）北播磨総合医療センター�歯科・口腔外科、2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

1-D-9 上顎歯肉および両肺に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
○小畑 協一1）、岸本 晃治1,2）、西山 明慶1,2）、竜門 幸司1）、野島 鉄人1）、佐々木 朗2）

1）津山中央病院　歯科口腔外科、2）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野
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1-D-10 上顎骨に発生した Sclerosing odontogenic carcinoma の1例
○長谷川 大悟1）、傳田 祐也1）、近藤 裕介2）、青山 謙一1）、佐々木 剛史1）、青木 隆幸1）、太田 嘉英1）、
金子 明寛1）

1）東海大学医学部外科学系口腔外科学領域、2）東海大学医学部基盤診療学系病理診断学

口演9 1月24日木 13：45～14：48� D会場 3F�会議室（4-5）

［再建他］� 座長：髙木 律男（新潟大学大学院医歯学総合研究科�顎顔面口腔外科学分野）

1-D-11 オトガイ下皮弁で再建を行った口腔癌の4例
○藤田 善教、明見 能成
広島赤十字・原爆病院　歯科口腔外科

1-D-12 当科で長期間経過観察を行った放射線性顎骨骨髄炎の2例
○中西 義崇1）、窪田 昌平1）、盛岡 昌史2）、山崎 正1）

1）浅間南麓こもろ医療センター（小諸厚生総合病院）　歯科口腔外科、2）信州大学医学部　歯科口腔外科

1-D-13 翼突筋静脈叢からの出血におけるヒトトロンビン含有止血剤「フロシール」の使用経験
○秋田 大輔、近藤 英司、山田 慎一、酒井 洋徳、盛岡 昌史、橋詰 正夫、森下 廣太、栗田 浩
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

1-D-14 舌癌頸部再発後の癌性皮膚潰瘍に対してメトロニダゾールゲルを使用した1例
○伊東 慶介、小川 将、横尾 聡、鈴木 啓佑
群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

1-D-15 腓骨皮弁を用いた下顎再建 ~ インプラント医との連携 ~
○曽束 洋平1,3）、高岡 一樹2）、吉川 恭平2）、森寺 邦康2）、野口 一馬2）

1）兵庫医科大学　形成外科、2）兵庫医科大学　歯科口腔外科、3）新潟大学医歯学総合研究科　形成・再建外科

1-D-16 舌全摘術後患者に人工舌装置を補填し咀嚼能率の改善を試みた症例
○藤本 亮太、山口 能正、合島 怜央奈、森 啓輔、檀上 敦、山下 佳雄
佐賀大学　医学部　歯科口腔外科学講座

1-D-17 下顎骨エナメル上皮腫の外科治療において開窓処置を先行する意義について
○渡邊 啓次朗、川村 和弘、野口 香緒里、山本 哲彰、河野 憲司
大分大学　医学部　歯科口腔外科

口演10 1月24日木 15：55～16：58� D会場 3F�会議室（4-5）

［化学療法］� 座長：川尻 秀一（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科�顎顔面口腔外科学分野）

1-D-18 S-1内服併用化学放射線療法が奏功した超高齢者舌癌の2例
○久保 紀莉子1）、峯村 俊一1）、冨岡 大寛1）、松村 直樹1）、大原 賢治1）、栗田 浩2）

1）飯田市立病院　歯科口腔外科、2）信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

1-D-19 幻影細胞性歯原性癌に対し陽子線併用動注化学療法を施行し5年経過した1例
○大屋 貴志1）、高山 香名子1,2）、林 雄一郎1）、飯田 昌樹1）、岩井 俊憲1）、小栗 千里1）、小泉 敏之1）、
廣田 誠1）、來生 知1）、光藤 健司1）

1）横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学、2）南東北がん陽子線治療センター /総合南東北病院放射線治療科

1-D-20 再発転移をきたした下顎歯肉癌に対して高気圧酸素療法およびセツキシマブ併用放射線療法が奏功
した1例
○久保寺 翔、佐野 次夫、木島 毅、秋本 琢磨、生形 遥、須藤 弘喜、萩野 貴磨、守谷 亜沙人、中澤 貴士
医療法人徳洲会東京西徳洲会病院歯科口腔外科

1-D-21 ニボルマブが著効した原発不明癌頸部リンパ節転移の1例
○稲葉 好則1）、日台 央子1）、山本 泰2）、井口 直彦1）、小林 淳二1）

1）千葉西総合病院　口腔外科、2）日本大学松戸歯学部口腔外科講座
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1-D-22 舌リンパ節転移に対して動注化学療法併用陽子線治療を行った3症例
○遠藤 大雅1,2）

1）南東北がん陽子線治療センター　放射線治療科、2）横浜市立大学　顎顔面口腔機能制御学

1-D-23 ニボルマブが著効した再発舌癌の1例
○小川 芙美1）、雨河 茂樹1）、須澤 佳香1）、山根 菜央美1）、西元 彩乃1）、中澤 光博2）、大西 徹郎1）

1）市立池田病院　歯科口腔外科、2）大阪大学大学院　歯学研究科　顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第二教室

1-D-24 当科における再発・転移口腔癌治療に対する PTX-CBDCA-Cmab 療法治療症例の臨床的検討
○高後 友之、山下 徹郎、細川 周一、松沢 祐介、山下 新之助、斎藤 壮介
恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

口演11 1月24日木 17：00～18：03� D会場 3F�会議室（4-5）

［基礎研究］� 座長：鵜澤 一弘（千葉大学大学院医学研究院�口腔科学講座）

1-D-25 CTOS 法を用いた頭頚部癌オーガノイドの樹立とその性質について
○田中 徳昭1）、古郷 幹彦2）

1）大阪警察病院　歯科口腔外科、2）大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室

1-D-26 MicroRNA-361-3p のヒト口腔扁平上皮癌細胞の増殖における役割
○徳善 紀彦、中城 公一、小川 妃弥呼、合田 啓之
愛媛大学大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座

1-D-27 早期舌扁平上皮癌における原発巣と頸部後発リンパ節転移巣における LpMab-23 の発現
○中井 裕美1）、宮崎 晃亘1）、清水 翔太1）、土橋 恵1）、小林 淳一1）、菊地 陽一1）、笹谷 聖1）、平塚 博義2）

1）札幌医科大学医学部口腔外科学講座、2）洞爺協会病院歯科口腔外科

1-D-28 マウス舌癌頸部リンパ節転移モデルにおける原発巣および頸部リンパ節転移巣の腫瘍細胞周期の割
合についての検討
○栗岡 恭子1）、内橋 俊大1）、須河内 昭成1）、相川 友直1）、三浦 雅彦2）、渡部 徹郎3）、古郷 幹彦1）

1）大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室、2）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔放射線腫瘍学分野、
3）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　硬組織病態生化学分野

1-D-29 DNA 修復機構をターゲットとした口腔がん治療の基礎的研究
○伊藤 宗一郎、仲川 洋介、桐田 忠昭
奈良県立医科大学医学部口腔外科

1-D-30 UICC 第8版による舌癌の治療成績の再評価
○松井 太輝、重田 崇至、綿越 健太、赤澤 登
兵庫県立がんセンター　口腔外科

1-D-31 当科における舌扁平上皮癌症例の新 TNM 分類による再検討 : 旧 TNM 分類との比較
○橋本 憲一郎、佐々木 三奈、勝俣 由里、田中 文恵、吉住 潤子、安西 寛真、大林 佑子、首藤 俊一、
平木 昭光、池邉 哲郎
福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座

口演12 1月25日金 10：05～11：08� C会場 3F�会議室（1-3）

［臨床研究1］� 座長：渋谷 恭之（名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野）
2-C-1 当科における口底癌の頸部リンパ節転移

○炭野 淳1）、八木原 一博1）、柴田 真里1）、岡村 武志1）、桂野 美貴1）、原口 美穂子1）、石井 純一1）、
柳下 寿郎2）、石川 文隆2）

1）埼玉県立がんセンター歯科口腔外科、2）埼玉県立がんセンター病理診断科
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2-C-2 当科における口腔癌放射線治療後のう蝕発生に関する検討
○成田 紀彦、伊藤 良平、今 敬生、中川 祥、久保田 耕世、小林 恒
弘前大学　医学部　歯科口腔外科学講座

2-C-3 口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節後発転移に対する当科の治療成績と予防的頸部郭清の適用について
の考察
○河野 憲司、河野 辰行、阿部 史佳、川村 和弘、山本 哲彰、渡邊 啓次朗、野口 香緒里、高橋 喜浩
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座

2-C-4 がん患者における周術期口腔機能管理中に発症した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の検討
○草深 佑児1）、鎌田 孝広1）、篠原 潤1）、酒井 洋徳1,2）、栗田 浩2）

1）長野市民病院　歯科口腔外科、2）信州大学医学部付属病院　歯科口腔外科学教室

2-C-5 口腔扁平上皮癌における N0症例の頸部後発転移の検討
○中道 祥之、足利 雄一、栗林 和代、大廣 洋一、鄭 漢忠
北海道大学　大学院　歯学研究院　口腔病態学分野　口腔顎顔面外科学教室

2-C-6 蛍光粘膜観察装置による舌癌の観察と病理学的評価
○高橋 理1）、國領 真也2）、吉賀 大午2）、田中 純平2）、三次 翔1）、土生 学1）、笹栗 正明1）、吉岡 泉2）、
冨永 和宏1）

1）九州歯科大学　歯学部　顎顔面外科学分野、2）九州歯科大学　歯学部　口腔内科学分野

2-C-7 舌扁平上皮癌 StageI・II 期症例の検討
○麻生 真希1）、荘司 洋文1）、猪俣 徹1）、北詰 栄里1）、町田 智正1）、丹野 咲貴1）、岡部 貞夫2）、辺見 卓男2）、
出雲 俊之2）、柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科

口演13 1月25日金 11：10～12：13� C会場 3F�会議室（1-3）

［臨床研究2］� 座長：野口 誠（富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座）

2-C-8 当科で行った PCE 療法の治療検討
○新山 宗1）、林 信1）、今待 賢治2）、秦 浩信2）、上田 倫弘1）

1）独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　口腔腫瘍外科、2）独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　歯科口腔外科

2-C-9 口腔癌における PET-MRI ~ 第二報 ~
○瓜生 開人1）、南川 勉1）、大橋 雄高1,2）、松田 彩1）、武田 大介1）、筧 康正1）、松井 太輝1）、榊原 晶子1）、
長谷川 巧実1）、明石 昌也1）、古森 孝英1）

1）神戸大学　大学院医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野、2）北播磨総合医療センター歯科口腔外科

2-C-10 ウェアラブルデバイスを用いた口腔癌患者に対する新たな嚥下機能評価の試み
○西 慶太郎、田中 昭彦、有村 麻耶、久米 健一、後藤 雄一、濱田 倫史、比地岡 浩志、杉浦 剛
鹿児島大学医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　顎顔面疾患制御学分野

2-C-11 当科における口腔癌再建患者の嚥下機能の評価
○中山 洋平1）、山川 延宏1）、上山 善弘1）、柳生 貴裕1）、上田 順宏1）、仲川 洋介1）、高橋 佑佳1）、有川 翔1,2）、
桐田 忠昭1）

1）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、2）松坂市民病院　歯科口腔外科

2-C-12 口腔扁平上皮癌に対する待機期間を利用した術前 S-1使用の検討
○高野 昌士、佐藤 健彦、和田 麻友美、牧野 修治郎
北斗病院　歯科口腔外科

2-C-13 局所進行口腔癌に対する cetuximab 併用動注化学放射線療法の治療効果と安全性に関する前向き
研究
○來生 知、林 雄一郎、大屋 貴志、飯田 昌樹、岩井 俊憲、小栗 千里、小泉 敏之、廣田 誠、光藤 健司
横浜市立大学　大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能制御学
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2-C-14 口腔癌における遊離皮弁再建術合併症のリスク因子に関する検討 - 術前アルブミン値、リンパ球
数・単球数比に着目して -
○石塚 真士、小林 大輔、渡部 幸央、神山 勲、重松 司朗
東京都立多摩総合医療センター　歯科口腔外科

口演14 1月25日金 13：15～14：18� C会場 3F�会議室（1-3）

［薬物療法・放射線療法］� 座長：佐々木 朗（岡山大学大学院口腔顎顔面外科学分野）

2-C-15 下顎歯肉に発生した Neuroendocrine carcinoma の1 例
○纐纈 衆1,2）、川井 忠1）、齊藤 悠1）、野上 晋之介1）、宮下 仁1）、森 士朗1）、山内 健介1）、永井 宏和1）、
山下 善弘2）、熊本 裕行3）、高橋 哲1）

1）東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座　顎顔面・口腔外科学分野、
2）宮崎大学�医学部�感覚運動医学講座�顎顔面口腔外科学分野、3）東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座　口腔病理学分野

2-C-16 口腔癌術後の肺転移に対する体幹部定位放射線治療（SBRT）を施行した症例について
○中川 祥、久保田 耕世、伊東 良平、成田 紀彦、栗橋 龍志、小林 恒
弘前大学大学院医学研究科医科学専攻歯科口腔外科学講座

2-C-17 頬粘膜癌に対して AU グレインの組織内照射を用いて著効を示した一例
○吉澤 邦夫、角田 達哉、堀田 麻実、諸井 明徳、上木 耕一郎
山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系　歯科口腔外科学講座

2-C-18 口唇・頬粘癌に対して補助装置をカスタマイズしてモールド照射を行なった3例
○杉浦 康史1）、野口 忠秀1）、作山 葵1）、岡田 成生1）、早坂 純一1）、高橋 聡2）、神部 芳則1）、森 良之1）

1）自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、2）自治医科大学　医学部　放射線医学講座放射線治療部

2-C-19 セツキシマブ併用放射線治療後、縮小手術により良好な経過を辿った高齢者の進行舌癌の1例
○大山 厳雄1）、長谷川 和樹1）、原園 陽介2）、野里女 明代3）、宮本 日出雄1）

1）静岡市立静岡病院　口腔外科、2）NTT東日本関東病院　歯科口腔外科、3）東京医科歯科大学　顎顔面外科

2-C-20 舌癌化学放射線療法後に生じた化膿性脊椎炎の1例
○内堀 雅博、唐木田 一成、重野 健一郎、高橋 美穂、坂本 春生
東海大学　医学部　八王子病院口腔外科

2-C-21 当科における再発・転移口腔癌に対する Nivolumab 投与症例の検討
○池田 篤司、富原 圭、今上 修一、藤原 久美子、石戸 克尚、野口 誠
富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座

口演15 1月25日金 14：20～15：14� B会場（3F�国際会議場）

［病理］� 座長：仙波 伊知郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科�腫瘍学講座�口腔病理解析学分野）

2-B-1 口腔扁平上皮癌の浸潤予見因子の検討 
1. 口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤に関する臨床的・病理学的検討
○宜保 隆彦、栗田 浩、川本 真貴子、近藤 英司、酒井 洋徳、盛岡 昌史、山田 慎一
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

2-B-2 口腔扁平上皮癌患者における血清 CD109の定量解析と臨床的意義に関する検討
○萩原 純孝1）、花井 信広1）、鈴木 秀典1）、西川 大輔1）、小出 悠介1）、別府 慎太郎1）、日比 英晴2）

1）愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科部、2）名古屋大学大学院医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　顎顔面外科学

2-B-3 舌扁平上皮癌における組織学的神経周囲浸潤の臨床的意義についての検討
○川村 和弘、阿部 史佳、河野 辰行、山本 哲彰、河野 憲司
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座
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2-B-4 舌扁平上皮がんの浸潤先端部における Claudin-1の局在変化
○山本 大介1）、栢森 高2）、渡部 徹郎3）、山口 聡1）、原田 浩之4）、池田 通2）、依田 哲也1）、横山 三紀3）

1）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面外科学分野、
2）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　硬組織病態生化学分野、
4）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　�顎口腔外科学分野

2-B-5 当科における口腔がん患者の臨床的検討および Tumor budding による予後予測
○前山 恵里1）、大野 啓介1）、住吉 美咲1）、別所 央城2）、山本 信治1）、高野 正行1,3）、片倉 朗2,3）、
高野 伸夫1,3）、柴原 孝彦1,3）

1）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、2）東京歯科大学　口腔病態外科学講座、3）東京歯科大学　口腔がんセンター

2-B-6 TNM 分類第8版改定を踏まえた早期舌癌の検討 :pT1から pT2に再分類された症例について
○船原 隆一郎、柳本 惣市、柚鳥 宏和、鳴瀬 智史、梅田 正博
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野

口演16 1月25日金 14：20～15：05� C会場 3F�会議室（1-3）

［良性腫瘍1］� 座長：中村 典史（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科�顎顔面機能再建学講座�口腔顎顔面外科学分野）

2-C-22 下顎歯肉生じた歯原性粘液腫の1例
○菊地 陽一1）、中井 裕美1）、清水 翔太1）、宮本 昇1）、岡本 準也1）、笹谷 聖1）、金子 剛1）、五十嵐 友彦1）、
小林 淳一1）、平塚 博義2）、宮崎 晃亘1）

1）札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座、2）北海道社会事業協会洞爺病院��歯科口腔外科

2-C-23 上顎癌の頸部後発転移を強く疑った側頸嚢胞の1例
○大竹 史浩、谷尾 和彦、泉本 遼
鳥取赤十字病院　歯科口腔外科

2-C-24 舌に発生した類上皮血管腫の1例
○村山 敦1）、黒田 卓1）、首藤 敦史1,2）、姜 良順1）、松本 憲1,3）

1）岸和田徳洲会病院　歯科口腔外科、2）兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座、3）大阪大学大学院歯学研究科招聘教員

2-C-25 右側口底から頸部にかけて発生した奇形様嚢胞の1例
○千田 正、石原 修、中村 美有紀、小松 享祐、谷口 弘樹、中野 晋太郎、金山 宏幸、矢田 光絵、山田 龍平
大阪急性期・総合医療センター

2-C-26 舌に生じた尋常性疣贅の1例
○釜本 宗史1）、高木 純一郎1）、坂下 英明2）、宮田 勝1）

1）石川県立中央病院　歯科口腔外科、2）明海大学　歯学部　病態診断治療学講座　口腔顎顔面外科学第2分野

口演17 1月25日金 15：10～15：55� C会場 3F�会議室（1-3）

［良性腫瘍2］� 座長：野口 忠秀（自治医科大学歯科口腔外科学講座）

2-C-27 診断に苦慮した下顎前歯部歯肉腫瘍の1例
○森田 麻希1）、堀井 幸一郎1）、中根 昇吾1）、山内 千佳1）、前田 道徳2）、菱田 純代1）、青木 尚史1）、
加藤 伸一郎1）、草深 公秀3）、渋谷 恭之1）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体機能・構造医学専攻　感覚器・形成医学講座　口腔外科学分野、
2）浜松北病院��歯科口腔外科、3）静岡県立静岡がんセンター　病理診断科

2-C-28 上顎歯肉に発生した周辺性象牙質形成性幻影細胞腫の1例
○新田 哲也、平原 成浩
鹿児島市立病院　歯科口腔外科

2-C-29 口腔底に発生した線維性脂肪腫の一例
○西口 雄祐1）、大亦 哲司1）、木本 奈津子1）、木本 栄司1）、山崎 悠馬1）、中井 康博1,4）、森田 展雄1,2,3）

1）紀南病院　歯科口腔外科、2）生長会　阪南市民病院　歯科口腔外科、
3）（一財）NS　メディカル・ヘルスケアサービス　口腔顎顔面外科、4）香川大学　歯科口腔外科
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2-C-30 頬粘膜に生じたオトガイ神経由来の神経鞘腫の1例
○泉 彩夏、竹下 彰範、今井 智章、鵜澤 成一
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座　第二口腔外科学教室

2-C-31 下顎側方区域切断法により副咽頭腔腫瘍摘出を行なった2例
○福島 麻子、菱田 純代、中根 昇吾、澤村 萌香、森田 麻希、高島 裕之、渋谷 恭之
名古屋市立大学　大学院　医学研究科　生体機能　構造医学専攻感覚器　形成医学講座　口腔外科分野
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一般演題（ポスター）
1月24日木 16：30～17：00� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［再建］� 座長：杉浦 剛（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科�顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野）

P1-1 レジンフレーム法下顎骨再建における recipient site と donor site の手術シミュレーションの有
用性
○早坂 純一1）、去川 俊二2）、杉浦 康史1）、作山 葵1）、野口 忠秀1）、伊藤 弘人3）、神部 芳則1）、草間 幹夫4）、
森 良之1）

1）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、2）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科、3）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
4）国際医療福祉大学病院　歯科口腔外科

P1-2 下顎再建術後の顔面非対称性に対する3次元的評価 ‐ 顔面3D 画像による定量的評価の検討 ‐
○上田 順宏1）、今井 裕一郎1,2）、山川 延宏1）、柳生 貴裕1）、上山 善弘1）、中山 洋平1）、玉置 盛浩1,3）、
桐田 忠昭1）

1）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、2）洛和会音羽病院　口腔外科、3）高清会高井病院　歯科口腔外科

P1-3 当センターにおいて遊離前腕皮弁採取部に対し局所陰圧閉鎖療法を行った症例について
○田中 惇平、増淵 達夫、伏見 千宙、山崎 森里生
国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター

P1-4 Transbuccal approach による下顎骨辺縁切除後に，MCFP 法を併用した頬脂肪体で再建を行っ
た下顎歯肉癌の1例
○柴田 章夫、河原 康、小栗 崇、大平 芽実、折山 資、丹羽 裕明、髙瀨 健成
岐阜県立多治見病院　歯科口腔外科

P1-5 von Willebrand 病患者に対して再建手術を行った下顎歯肉癌の１例
○金子 哲治、北畠 健裕、菅野 千敬、長谷川 博
福島県立医科大学　歯科口腔外科

P1-6 広範囲顎骨支持型装置を用いて咬合再建した上顎癌術後患者の治療経験
○小野 重弘、水田 邦子、植月 亮、太田 耕司、武知 正晃
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　医歯薬学専攻　歯学講座　口腔外科学

1月24日木 17：00～17：30� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［基礎（病理）］� 座長：池邉 哲郎（福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野）

P2-1 口腔癌患者における CD4,CD8と臨床病理学的因子の関係性について
○田尻 祐大、吉川 博政、志渡澤 和奈、大関 悟
国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科 /口腔腫瘍・口腔ケアセンター

P2-2 口腔扁平上皮癌における CK17と p53の発現と PD-L1の発現に関する臨床的および免疫組織学
的検討
○東條 格1）、新谷 ゆかり1）、中西 隆1）、岡本 健二朗1）、平石 幸裕1）、藤田 茂之1）、惠中 まゆ2）

1）和歌山県立医科大学　口腔顎顔面外科学講座、2）和歌山県立医科大学　病理学講座

P2-3 顎下腺原発多形腺腫由来筋上皮癌における PLAG1遺伝子の関与
○中西 満寿美1）、野口 一馬1）、山根木 康嗣2）、吉川 恭平1）、前田 華子1）、高岡 一樹1）、岸本 裕充1）

1）兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座、2）兵庫医科大学　病理学講座　病理診断部門

P2-4 口腔扁平上皮癌における Phosphodiesterase 5発現の免疫組織化学的検討
○岩崎 敬大1,2）、恩田 健志1）、関川 翔一1）、林 宰央1）、高野 伸夫2）、柴原 孝彦1,2）

1）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、2）東京歯科大学口腔がんセンター

P2-5 舌扁平上皮癌間質における線維芽細胞由来 G-CSF と臨床病理学的因子との関連
○原田 佳和、宮脇 昭彦、平島 惣一、秋森 俊行、志渡澤 和佳、大矢 亮一
産業医科大学病院　歯科口腔外科
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1月24日木 17：30～18：00� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［基礎（癌幹細胞・遺伝子）］� 座長：鵜澤 成一（大阪大学大学院歯学研究科�口腔外科学第二教室）

P3-1 口腔扁平上皮癌における人工多能性幹細胞関連因子の発現について
○武田 大介、長谷川 巧実、江崎 友美、榊原 晶子、明石 昌也、南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科　外科系講座口腔外科学分野

P3-2 腺房細胞癌と診断された症例における ETV6-NTRK3融合遺伝子検索
○柴田 恵里1）、森田 圭一1）、栢森 高2）、及川 悠3）、道 泰之3）、池田 通2）、原田 浩之3）

1）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面外科学分野、
2）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野

P3-3 骨髄播種性休眠癌細胞の自律的分子特性の解析
○前城 学1,2）、神力 悟2）、中村 拓哉1）、城野 博史3）、中山 秀樹1）、安東 由喜雄4）、松井 啓隆2）

1）熊本大学　医学部　歯科口腔外科学分野、2）熊本大学　臨床病態解析学分野、3）熊本大学　医学部附属病院　薬剤部、
4）熊本大学　医学部　神経内科学分野

P3-4 口腔扁平上皮癌における KRT19の発現に関する研究～上皮 - 間葉転換におけるΔ Np63 との関
わりについて～
○田中 翔一、川野 真太郎、松原 良太、坂本 泰基、金子 直樹、橋口 有真、服部 多市、大部 一成、
中村 誠司
九州大学�大学院�歯学研究院�口腔顎顔面病態学講座�顎顔面腫瘍制御学分野

P3-5 口腔扁平上皮癌における Δ Np63 を介した kallikrein related peptidase（KLK)5の発現
○服部 多市、川野 真太郎、松原 良太、坂本 泰基、橋口 有真、金子 直樹、田中 翔一、大部 一成、
中村 誠司
九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　顎顔面腫瘍制御学分野

P3-6 核内 PKM2は EMT 誘導および TGIF2転写後抑制により扁平上皮癌の進展に関与する
○田中 文恵1）、吉本 尚平2）、岡村 和彦2）、森 紘一郎1）、佐々木 三奈1）、橋本 憲一郎1）、平木 昭光1）、
橋本 修一2）、池邉 哲郎1）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座、2）福岡歯科大学　生体構造学講座　病態構造学分野

1月24日木 16：30～17：00� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［分子標的薬］� 座長：楠川 仁悟（久留米大学医学部歯科口腔医療センター）

P4-1 抗癌剤感受性試験 CD-DST 法における口腔扁平上皮癌のセツキシマブ上乗せ濃度設定
○佐久間 要1）、羽生 紳太郎2）、上田 潤1）、高橋 悠2）、小根山 隆浩1）、山口 晃1）、田中 彰2）

1）日本歯科大学　新潟病院　口腔外科、2）日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座

P4-2 当科における口腔癌に対するニボルマブ治療症例の検討
○緒方 絹子、篠崎 勝美、田上 隆一郎、中村 守厳、喜久田 翔伍、轟 圭太、楠川 仁悟
久留米大学医学部歯科口腔医療センター

P4-3 当科における Nivolumab 投与を行った切除不能再発進行口腔癌症例の検討
○内田 堅一郎、竹縄 隆徳、三島 克章
山口大学大学院医学系研究科　歯科口腔外科学分野

P4-4 当科における再発・転移性口腔がんに対する Nivolumab の使用経験
○川口 翔、吉田 遼司、廣末 晃之、川原 健太、郷原 俊輔、永尾 優果、山名 啓介、福間 大喜、尾木 秀直、
中山 秀樹
熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門　感覚・運動医学講座　歯科口腔外科学分野

P4-5 舌がん術後肺転移患者に対して、免疫チェックポイント阻害薬による治療後に分子標的薬の再投与
を行い、間質性肺炎を呈した症例
○新谷 ゆかり、和田 健、藤田 茂之、東條 格
和歌山県立医科大学　歯科口腔外科学講座
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P4-6 東京歯科大学口腔がんセンターにおけるニボルマブの使用経験
○河地 誉1）、大金 覚1）、齋藤 寛一1,2）、中澤 和真3）、岩崎 敬大4）、石井 悠佳里3）、井坂 栄作2）、菊地 崇剛2）、
本田 健太郎2）、池田 雄介2）、小坂井 絢子4）、野村 武史1,2）、高野 正行1,4）、片倉 朗1,5）、柴原 孝彦1,4）、
高野 伸夫1）

1）東京歯科大学　口腔がんセンター、2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東京歯科大学　老年歯科補綴学講座、4）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、5）東京歯科大学　口腔病態外科学講座

1月24日木 17：00～17：30� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［良性腫瘍2］� 座長：髙橋 哲（東北大学大学院歯学研究科�口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野）

P5-1 口腔前庭に生じた骨脂肪腫の1例
○森 紘一郎1）、佐々木 三奈2）、永嶌 勝之2）、橋本 憲一郎2）、池邉 哲郎1）、平木 昭光2）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野、2）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学分野

P5-2 上顎骨内に生じた神経線維腫の1例
○中根 昇吾1）、菱田 純代1）、福島 麻子1）、高島 裕之1）、森田 麻希1）、山内 千佳2）、青木 尚史1）、
加藤 伸一郎1）、渋谷 恭之1）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体機能・構造医学専攻　感覚器・形成医学講座　口腔外科学分野、
2）名古屋市立大学病院　歯科口腔外科

P5-3 顎骨に発生した極めて稀なエルドハイム・チェスター病関連腫瘍の１例
○中村 和貴1）、小松 紀子1）、久保田 恵吾1）、阿部 雅修2）、米永 一理1）、宮本 祥行1）、小倉 瑞生3）、
安部 貴大1）、星 和人1）

1）東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、2）東京大学保健・健康推進本部（保健センター）、
3）東京大学医学部附属病院血液・腫瘍内科

P5-4 下顎骨内に発生した脂肪腫の一例
○高井 美玲1）、橘 進彰1）、岩田 英治1）、楠元 順哉1）、高田 直樹1）、古森 孝英2）

1）加古川中央市民病院　歯科口腔外科、2）神戸大学　大学院医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野

P5-5 上顎骨に生じた歯原性粘液腫の2例
○大賀 則孝1）、佐藤 明1）、秦 浩信2）、吉川 和人1）、坂田 健一郎1）、北川 善政1）

1）北海道大学�口腔診断内科学、2）北海道がんセンター歯科口腔外科

1月24日木 17：30～18：05� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［支持療法］� 座長：宮崎 晃亘（札幌医科大学�医学部�口腔外科学講座）

P6-1 口腔扁平上皮癌を有する高齢者に対する G8スクリーニングツールの臨床的意義
○箱山 友祐1,2）、山田 慎一1）、横関 麻里1）、田中 宏和1,2）、長谷川 巧実3）、奥山 紘平4）、山川 延宏5）、
大倉 正也6）、柳本 惣市4）、古森 孝英3）、桐田 忠昭5）、梅田 正博4）、栗田 浩1）

1）信州大学医学部　歯科口腔外科学教室、2）社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　口腔病センター、
3）神戸大学大学院医学研究科外科系講座　口腔外科学分野、4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、
5）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、6）大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室

P6-2 口腔癌手術周術期併発症が医療費に与える影響に関する検討
○鈴木 大貴1,2）、吉田 佳史1）

1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、2）東京歯科大学口腔がんセンター

P6-3 頭頸部放射線治療における強度変調放射線治療の急性唾液腺障害に対する有効性に関する研究
○勝良 剛詞1,2）、曽我 麻里恵1,2）、小林 太一1,2）、高村 真貴1,2）、林 孝文1,2）

1）新潟大学大学院�医歯学総合研究科�顎顔面放射線学分野、2）新潟大学医歯学総合病院　歯科放射線科

P6-4 舌癌化学放射線療法後の放射線性顎骨骨髄炎に関する臨床的検討
○柳田 健1,3）、光永 幸代1,3）、小栗 千里1,3）、北島 大朗1,3）、古川 まどか2）、久保田 彰2）、光藤 健司3）

1）神奈川県立がんセンター�歯科口腔外科、2）神奈川県立がんセンター　頭頸部外科、
3）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学
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P6-5 当科で口腔衛生管理を受けたがん患者の口腔粘膜炎の発生状況についての検討
○河上 真緒、柳生 貴裕、下辻 寛子、仲川 洋介、桐田 忠昭
奈良県立医科大学口腔外科学講座

P6-6 口腔衛生が腫瘍宿主免疫に及ぼす影響についての研究  1. 口腔腫瘍モデルの作製
○中嶋 千恵1,2）、山本 一彦1）、笹平 智則2）、桐田 忠昭1）

1）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、2）奈良県立医科大学分子病理学講座

P6-7 エピシル® 口腔用液の使用経験について
○石橋 美樹
大阪国際がんセンター歯科

1月24日木 16：30～17：00� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［臨床統計1］� 座長：森 良之（自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

P7-1 当科28年の口腔癌の統計 治療法と治療成績
○三澤 常美、山形 優子、小井田 奈美
山梨県立中央病院

P7-2 口腔に発生した紡錘細胞癌の臨床病理学的検討
○山口 高広、小川 将、清水 崇寛、牧口 貴哉、横尾 聡
群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

P7-3 当科における悪性リンパ腫の臨床的検討
○山村 佳子、玉谷 哲也、真野 隆充、宮本 洋二
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野

P7-4 細胞診陰性を呈した口腔扁平上皮癌症例の臨床像に関する研究
○柴田 真里1）、八木原 一博1）、炭野 淳1）、石井 純一1）、桂野 美貴1）、岡村 武志1）、原口 美穂子1）、
柳下 寿郎2）、石川 文隆2）

1）埼玉県立がんセンター　口腔外科、2）埼玉県立がんセンター　病理診断科

P7-5 当科における顎口腔領域転移性悪性腫瘍の臨床的検討
○柴田 茜1）、矢尾 真弓2）、坂本 裕美3）、岸本 晃治3）、吉岡 徳枝3）、伊原木 聰一郎1,3）、佐々木 朗1,3）

1）岡山大学病院　口腔外科（病態系）、2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科�医療教育センター歯学教育研究部門、
3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野

P7-6 大垣市民病院歯科口腔外科 7年間（2011~2017）の口腔扁平上皮癌の臨床統計的検討
○福村 元洋、木村 将士、石橋 謙一郎、西脇 崇介、辻 秀明、梅村 昌宏
大垣市民病院　歯科口腔外科

1月24日木 17：00～17：30� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［臨床統計2］� 座長：三島 克章（山口大学大学院医学系研究科�歯科口腔外科学講座）

P8-1 口腔扁平上皮癌根治治療後の維持化学療法の有効性に関する検討
○加藤 広禄、宮澤 広樹、小林 泰、小林 久乃、北原 寛子、野口 夏代、川尻 秀一
金沢大学　大学院　医薬保健学総合研究科　外科系医学領域　顎顔面口腔外科学分野

P8-2 沖縄県における口腔がんの実態
○又吉 亮1）、仲宗根 敏幸1）、新崎 章1,2）

1）琉球大学　医学部　附属病院　歯科口腔外科、2）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

P8-3 当センターにおける上顎歯肉癌の臨床的検討
○山崎 森里生、増淵 達夫、伏見 千宙、田中 惇平
国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター
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P8-4 口腔癌における Human Papillomavirus (HPV) 感染のビッグデータを用いた解析
○森田 祥弘1,2）、亀山 裕泰2）、今井 智章1）、田中 竹美2）、鵜澤 成一1）

1）大阪大学　歯学部　口腔外科学第二教室、2）オクラホマ大学スティーブンソン癌センター

P8-5 大阪府地域がん登録における2000年以降の口腔領域扁平上皮がん罹患の推移
○小山 史穂子1）、石橋 美樹2）、石本 俊介2）

1）大阪国際がんセンター　がん対策センター　疫学統計部、2）大阪国際がんセンター　歯科

P8-6 当科で経験した顎顔面口腔領域への転移性腫瘍6例についての臨床的検討
○武田 啓1）、齋藤 大嗣1）、小野寺 慧1）、阿部 亮輔1）、大橋 祐生1）、古城 慎太郎1）、泉澤 充2）、宮本 郁也1）、
武田 泰典3）、山田 浩之1）

1）岩手医科大学　歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科分野、
2）岩手医科大学�歯学部�口腔顎顔面再建学講座　歯科放射線学分野、
3）岩手医科大学�歯学部�口腔顎顔面再建学講座　臨床病理学分野

1月24日木 16：30～17：00� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［良性腫瘍1］� 座長：大場 誠悟（長崎大学大学院�医歯薬学総合研究科�顎口腔再生外科学分野）

P9-1 舌下腺に発生した多形腺腫の1例
○杉山 尚希、舘原 誠晃、佐藤 徹、藤永 桃歌、寺田 知加、里村 一人
鶴見大学��歯学部��口腔内科学講座

P9-2 オトガイ部に生じた神経鞘腫の一例
○上野 繭美、舘原 誠晃、井出 信次、佐藤 徹、里村 一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

P9-3 舌に発生した粘液脂肪腫の1例
○岩田 英治1）、橘 進彰1）、高井 美玲1）、榎本 由依1）、楠元 順哉1）、高田 直樹1）、古森 孝英2）

1）加古川中央市民病院歯科口腔外科、2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

P9-4 頬粘膜に生じた多形腺腫の１例
○河野 多香子、山田 耕治、松本 和浩、吉田 博昭、松島 由紀、辻 要、姫嶋 皓大、井関 富雄
大阪歯科大学口腔外科学第一講座

P9-5 Malignant Change of Recurrent Ameloblastoma : A Case Report
○Shin Youngmin1）、Kwon Taegeon2）

1）Dept.�of�Dentistry�(Oral�surgery),�School�of�Medicine,�Keimyung�University,�Dongsan�Medical�Center,�Daegu,��
KOREA、2）Dept.�of�Oral�&�Maxillofacial�Surgery,�School�of�Dentistry,�Kyungpook�National�University,�Daegu,��
KOREA

P9-6 下顎歯肉に生じた疣贅型黄色腫の1例
○辻 秀明、西脇 崇介、石橋 謙一郎、木村 将士、福村 元洋、梅村 昌宏
大垣市民病院　歯科口腔外科

1月24日木 17：00～17：35� ポスター会場（1Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［合併症・その他］� 座長：山下 善弘（宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野）

P10-1 口腔腫瘍切除再建後における深部静脈血栓症の発生頻度と危険因子の検討
○栗原 淳1）、小板橋 敦2）、高山 優3）、小川 将1）、牧口 貴哉1）、横尾 聡1）

1）群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外�
科学講座、2）医療法人社団　山崎会　サンピエール病院　歯科口腔外科、3）公立藤岡総合病院　歯科口腔外科

P10-2 口腔癌患者における体組成評価の有用性
○吉村 卓也、鈴木 甫、手塚 征宏、石田 喬之、東 翔太朗、石畑 清秀、野添 悦郎、中村 典史
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科
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P10-3 妊娠を継続しながら舌癌の左側頸部リンパ節転移への治療を行った一例
○水田 邦子、太田 耕司、小野 重弘、佐々木 和起、加藤 大喜、武知 正晃
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　医歯薬学専攻　歯学講座　口腔外科学

P10-4 舌癌の切除再建後、急速にガス壊疽をきたした一例
○田中 太邦1）、松井 千裕2）、伏見 千宙3）、増淵 達夫3）

1）公立豊岡病院歯科口腔外科・矯正歯科、2）小澤病院形成外科、3）国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

P10-5 口腔癌術後に局所再発が疑われた放線菌症の2例
○高山 優1,2）、山口 高広1）、大隅 麻貴子1,2）、横尾 聡1）

1）群馬大学大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座、2）公立総合藤岡病院　歯科口腔外科

P10-6 多発性骨髄腫患者の抜歯後治癒不全の経過観察中に同部に重複癌を認めた一例
○木谷 憲典、渡辺 聡、大淵 幸与
鳥取県立中央病院歯科口腔外科

P10-7 Cetuximab+FP 併用療法中に SIADH を併発した舌癌の１例
○雨河 茂樹、小川 芙美、山根 菜央美、須澤 佳香、西元 彩乃、大西 徹郎
市立池田病院

1月25日金 13：15～13：45� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［基礎（抗腫瘍効果）］� 座長：中山 秀樹（熊本大学医学部附属病院歯科口腔外科）

P11-1 口腔扁平上皮癌における PEP19発現の検討
○東 翔太郎1,2）、吉村 卓也1,2）、石田 喬之1）、本庄 希江1,2）、品川 憲穂1）、野村 綾子1）、野添 悦郎1）、
谷本 昭英2）、中村 典史1）

1）鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　口腔顎顔面外科、2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理学分野

P11-2 トキシン結合型抗 Robo1抗体と PCI の併用は頭頸部扁平上皮癌細胞に対して抗腫瘍効果を高める
○小松 紀子1）、安部 貴大1）、阿部 雅修3）、浜窪 隆雄2）、星 和人1）

1）東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、2）日本医科大学先端科学研究所タンパク質間相互作用学講座、
3）東京大学保健・健康推進本部（保健センター）

P11-3 口腔扁平上皮癌における Hepatocyte growth factor activator inhibitor type-1 (HAI-1) の機
能解析
○泉 彩1,2）、山本 晃士1）、纐纈 衆2）、末廣 雄作2）、金氏 毅2）、井川 加織2）、近藤 雄大2）、山下 善弘2）

1）宮崎大学　医学部　病理学講座　腫瘍・再生病態学分野、2）宮崎大学　医学部　感覚運動医学講座　顎顔面口腔外科学分野

P11-4 SYT12の過剰発現がもたらす口腔癌の進展調節機構の解明および新規腫瘍進展抑制法の探索
○永塚 啓太郎1）、中嶋 大2）、小池 一幸1）、伊豫田 学2）、笠松 厚志2）、坂本 洋右2）、椎葉 正史3）、
鵜澤 一弘1,2）、丹沢 秀樹1,2）

1）千葉大学　大学院　医学研究院　口腔科学講座、2）千葉大学　医学部附属病院　歯科・顎・口腔外科、
3）千葉大学大学院　医学研究院　臨床腫瘍学講座

P11-5 プラチコジン D の NF- κ B 経路を介したヒト口腔扁平上皮癌細胞の増殖抑制の検討
○角田 達哉、吉澤 邦夫、堀田 麻美、諸井 明徳、上木 耕一郎
山梨大学大学院　総合研究部　医学域臨床研究系　歯科口腔外科学講座

1月25日金 13：45～14：15� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［基礎（分子・細胞・その他）］� 座長：山下 佳雄（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）

P12-1 口腔扁平上皮癌における prostasin の機能解析
○山本 晃士
宮崎大学　医学部　病理学講座
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P12-2 口腔扁平上皮癌患者における EGFR および MET 発現の検証
○横川 美咲1）、森田 圭一2）、及川 悠1）、栢森 高3）、坂本 啓3）、池田 通3）、原田 浩之1）

1）東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　口腔機能再構築学講座　顎口腔外科分野、
2）東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　顎顔面頸部機能再建学講座　顎顔面外科学分野、
3）東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　口腔機能再構築学講座　口腔病理学分野

P12-3 細胞ストレスに対する口腔扁平上皮癌細胞でのオートファジーの役割
○田島 茉莉子1）、佐伯 彩華1）、井上 敬介1）、大野 純2）

1）福岡歯科大学　口腔歯学部、2）福岡歯科大学　再生医学研究センター

P12-4 ヒト歯肉扁平上皮癌由来細胞株の樹立とその特徴
○高橋 悠1,2）、渡邊 美穂1）、田中 彰1,2）

1）日本歯科大学　新潟生命歯学部　口腔外科学講座、2）日本歯科大学　新潟生命歯学部　先端研究センター再生医療学

P12-5 自然免疫関連因子 UNC93B1の包括的発現解析による口腔癌増殖の新たなメカニズムの解明
○和賀井 翔1）、伊豫田 学2）、小池 一幸1）、中嶋 大2）、笠松 厚志2）、坂本 洋右2）、椎葉 正史3）、鵜澤 一弘1,2）、
丹沢 秀樹1,2）

1）千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座、2）千葉大学医学部附属病院�歯科・顎・口腔外科、
3）千葉大学大学院医学研究院�臨床腫瘍学講座

P12-6 ニコチンは口腔扁平上皮癌のリンパ節転移とセツキシマブ耐性を促進する
○伊原木 聰一郎1）、清水 理恵子1）、小野 喜章1,2）、長塚 仁2）、佐々木 朗1）

1）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野、2）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

1月25日金 14：15～14：45� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［バイオマーカー］� 座長：大廣 洋一（北海道大学大学院歯学研究院�口腔病態学分野口腔顎顔面外科学教室）

P13-1 Inflammation based prognostic score を用いた口腔癌の予後因子の検討
○久保田 耕世、伊藤 良平、成田 紀彦、今 敬生、中川 祥、福田 はるか、小林 恒
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座

P13-2 早期口腔扁平上皮癌における術前 Systemic inflammatory response の臨床統計的検討
○三上 俊彦、金丸 祥平、船山 昭典、小田 陽平、新美 奏恵、小林 正治
新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面再建学講座　組織再建口腔外科学分野

P13-3 次世代シーケンサーを用いた血中循環腫瘍細胞 (CTCs) によるリアルタイムモニタリング
○鬼谷 薫1,2）、柴原 孝彦1）、本田 一文2,3）

1）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、2）国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門、
3）国立研究開発法人日本医療研究開発機構�CREST

P13-4 口腔がんでの後発頸部リンパ節転移予測マーカーとしてのアクチン関連タンパク質発現の検討
○松崎 勇佑1）、渡部 幸央2）、丹羽 順子2）、小林 大輔2）、神山 勲2）、重松 司朗2）、柴原 孝彦1）

1）東京歯科大学口腔顎顔面学講座、2）東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科

P13-5 口腔癌患者の予後予測における Systemic inflammatory score の有用性に関する多施設後ろ向
き研究
○渡部 幸央1）、神山 勲1）、市川 秀樹2）、伊藤 亜希2）、田中 潤一2）、青木 一充3）、松崎 英雄3）、重松 司朗1）

1）東京都立多摩総合医療センター　歯科口腔外科、2）東京都立大塚病院　口腔科、3）東京都立墨東病院　歯科口腔外科

1月25日金 13：15～13：45� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［頸部リンパ節転移］� 座長：田中 彰（日本歯科大学新潟歯学部第2口腔外科）

P14-1 早期口腔扁平上皮癌における Tumor Budding と潜在性頸部リンパ節転移との関連性
○清水 翔太1）、中井 裕美1）、菊地 陽一1）、土橋 恵1）、笹谷 聖1）、宮本 昇1）、岡本 準也1）、金子 剛1）、
五十嵐 友彦1）、小林 淳一1）、荻 和弘1）、出張 裕也1）、平塚 博義2）、宮崎 晃亘1）

1）札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座、2）北海道社会事業協会洞爺病院　歯科口腔外科
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P14-2 舌扁平上皮癌 cN0症例の頸部後発転移に関する検討
○小玉 直樹1）、永田 昌毅1）、小山 貴寛1）、勝見 祐二1）、新垣 元基1）、木口 哲郎1）、原 夕子1）、池田 順行1）、
児玉 泰光1）、星名 秀行1）、西山 秀昌2）、林 孝文2）、丸山 智3）、田沼 順一3）、高木 律男1）

1）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科学分野、2）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野、
3）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野

P14-3 口腔扁平上皮癌における頸部リンパ節転移被膜外浸潤症例の予後因子に関する検討
○野口 忠秀1）、土屋 欣之1）、早坂 純一1）、杉浦 康史1）、林 宏栄1）、作山 葵1）、杉山 知子1）、岡田 成生1）、
山田 学1,2）、神部 芳則1）、森 良之1）

1）自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、2）独立行政法人　国立病院機構　栃木医療センター　歯科口腔外科

P14-4 早期口腔癌 N0症例に対する磁気法による新しいセンチネルリンパ節生検の検討
○杉山 聡美1）、岩井 俊憲1）、泉 敏治2）、馬場 隼一1）、小栗 千里1）、飯田 昌樹1）、大屋 貴志1）、小泉 敏之1）、
廣田 誠1）、來生 知1）、光藤 健司1）

1）横浜市立大学大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能制御学、2）横浜市立大学附属病院放射線部

P14-5 口腔扁平上皮癌 cN0症例に関する臨床的検討
○北村 直也、大野 清二、吉澤 泰昌、山本 哲也
高知大学医学部歯科口腔外科学講座

P14-6 pT1, 2 舌扁平上皮癌の予防的頸部郭清術の判定因子の検討
○猪俣 徹1）、荘司 洋文1）、町田 智正1）、北詰 栄里1）、辺見 卓男2）、出雲 俊之2）、岡部 貞夫2）、柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科

1月25日金 13：45～14：15� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［唾液腺腫瘍］� 座長：河野 憲司（大分大学医学部歯科口腔外科学講座）

P15-1 当科における顎下腺腫瘍の検討
○島本 裕彰1）、大迫 利光1）、黒嶋 雄志1）、平井 秀明1）、望月 裕美1）、田中 香衣1）、富岡 寛文1）、栢森 高2）、
池田 通2）、原田 浩之1）

1）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野、
2）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野

P15-2 4年間での顎下腺腫瘍の臨床的検討
○勝田 秀行1,2,3）、齊藤 芳郎1,2）、倉澤 侑也1,2）、鴨志田 慎之助1,2）、江川 峻哉1,2,3）、櫛橋 幸民1,2,3）、
池田 賢一郎1,2,3）、嶋根 俊和1,2,3）

1）昭和大学頭頸部腫瘍センター、2）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門、3）昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

P15-3 当科における過去15年間の唾液腺腫瘍の臨床的検討
○八木沢 就真1）、上村 亮太1）、澤谷 祐大1）、志村 美智子1）、木内 誠1）、小宮山 雄介1）、齋藤 正浩1）、
栗林 伸行1,2）、泉 さや香1,3）、和久井 崇大1,4）、内田 大亮1）、川又 均1）

1）獨協医科大学　医学部　口腔外科学講座、2）上都賀総合病院　歯科口腔外科、3）菅間記念病院　歯科口腔外科、
4）佐野厚生総合病院　歯科口腔外科

P15-4 多臓器に転移を来した舌下腺原発腺様嚢胞癌の1剖検例
○渡邉 裕之1,2）、島 一幹1）、加藤 伸一郎3）、奥村 嘉英1,2）、村橋 璃香1）、土持 師1,3）、渋谷 恭之3）、長尾 徹2）、
深野 英夫1,2,3）

1）名古屋市立西部医療センター　歯科口腔外科、2）愛知学院大学�歯学部　顎顔面外科学講座、
3）名古屋市立大学大学院　医学研究科　口腔外科学

1月25日金 14：15～14：45� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［新TNM分類］� 座長：林 孝文（新潟大学大学院医歯学総合研究科�顎顔面放射線学分野）

P16-1 UICC TNM 分類 第8版による舌扁平上皮癌 T1，2症例の検討
○赤城 裕一1）、貝淵 信之1）、岡本 俊宏1,2）、深田 健治1）、安藤 智博1）

1）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座、2）東京女子医科大学八千代医療センター歯科口腔外科
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P16-2 舌癌における新旧ＴＮＭ分類の比較と問題点
○仲宗根 敏幸1）、又吉 亮1）、新崎 章1,2）

1）琉球大学　医学部　附属病院　歯科口腔外科、2）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

P16-3 舌癌における新旧 TNM 分類の比較と問題点 ～ MRI による腫瘍深達度の評価～
○原口 和也1）、吉賀 大午2）、田中 純平2）、三次 翔1）、高橋 理1）、土生 学1）、笹栗 正明1）、吉岡 泉2）、
冨永 和宏1）

1）九州歯科大学　生体機能学講座　顎顔面外科学分野、2）九州歯科大学　生体機能学講座　口腔内科学分野

1月25日金 13：15～13：45� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［デバイス］� 座長：光藤 健司（横浜市立大学大学院医学研究科�顎顔面口腔機能制御学）

P17-1 Deep Learning による画像認識技術と病理画像を用いた、舌癌のリンパ節転移予測に関する研究
○川村 晃平1）、平岡 慎一郎1）、Al-Shareef Hani2）、李 天鎬3）、吉川 隆士3）、宇佐美 悠4）、田中 徳昭1,5）、
田中 晋1）、古郷 幹彦1）

1）大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室、
2）大阪市立大学大学院�医学研究科�病態診断・生体機能管理医学講座�歯科・口腔外科学、3）大阪大学サイバーメディアセンター、
4）大阪大学大学院歯学研究科　口腔病理学教室、5）大阪警察病院　歯科口腔外科

P17-2 蛍光観察装置の違いによる口腔粘膜疾患の鑑別の比較検討
○山本 信治、小坂井 絢子、小杉 彩歌、丸茂 知子、大野 啓介、高野 正行、柴原 孝彦
東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座

P17-3 光学機器による早期表在型扁平上皮癌の解析―切除マージンへの応用―
○小坂井 絢子1）、森川 貴迪1）、大野 啓介1）、齋藤 寛一2,3）、河地 誉2,3）、大金 覚1,2）、山本 信治1）、
野村 武史2,3）、高野 伸夫2）、片倉 朗4）、橋本 和彦5）、柴原 孝彦1,2）

1）東京歯科大学�口腔顎顔面外科学講座、2）東京歯科大学�口腔がんセンター、
3）東京歯科大学�オーラルメディシン・口腔外科学講座、4）東京歯科大学�口腔病態外科学講座、
5）東京歯科大学�市川総合病院検査科病理

P17-4 口腔蛍光観察装置と画像解析ソフトを応用した口腔粘膜疾患の診断方法
○大野 啓介1）、小坂井 絢子1）、前山 恵里1）、山本 信治1）、大金 覚1,3）、高野 正行1）、片倉 朗2）、高野 伸夫1,3）、
柴原 孝彦1,3）

1）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、2）東京歯科大学口腔病態外科学講座、3）東京歯科大学口腔がんセンター

P17-5 マイクロ流体チップによる CTC の検出
○松村 吉晃、久米 健一、別府 真広、中村 康大、杉浦 剛
鹿児島大学大学院�医歯学総合研究科��顎顔面機能再建学講座��顎顔面疾患制御学分野

P17-6 当科における口腔腫瘍診療への3D プリンターの活用
○井上 和繁1）、平山 真敏2）、吉田 遼司2）、廣末 晃之2）、川原 健太2）、高橋 望2）、有田 英生2）、中山 秀樹2）

1）熊本大学　医学部附属病院　歯科口腔外科、2）熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科分野

1月25日金 13：45～14：20� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［症例報告2］� 座長：山田 朋弘（九州大学大学院歯学研究院�口腔顎顔面病態講座�口腔顎顔面外科学分野）

P18-1 口蓋に発生した明細胞癌 NOS の1例
○小野里 祐佑1,3）、生田 稔1）、小川 高史2）、坂本 啓4）、原田 浩之3）

1）さいたま赤十字病院　口腔外科、2）さいたま赤十字病院　病理診断科、
3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野、4）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野

P18-2 上顎歯肉に生じた原発巣が低分化癌で頸部リンパ節転移巣が悪性黒色腫であった一例
○三谷 泉、長谷川 巧実、榎本 由依、松井 大輝、南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科外科系講座　口腔外科学分野
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P18-3 舌に発生した骨髄肉腫の1例
○小川 千晴1）、大山 定男1）、家崎 憲博1）、宗像 花楠子1）、長谷川 稔洋1）、奥原 優美1）、比島 恒和2）

1）都立駒込病院　歯科口腔外科、2）都立駒込病院　病理科

P18-4 頸部に巨大な腫瘤形成をきたした原発不明扁平上皮癌の1例
○篠崎 勝美、轟 圭太、日野 聖彗、緒方 絹子、中村 守厳、楠川 仁悟
久留米大学�医学部　歯科口腔医療センター

P18-5 下顎歯肉扁平上皮癌と甲状腺乳頭癌の重複癌の1例
○黒川 聡司1,2）、高嶌 森彦1,2）、森 宏樹1）、横尾 嘉宣1）、今井 裕一郎1,2）、桐田 忠昭2）

1）洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　口腔外科、2）奈良県立医科大学　口腔外科学講座

P18-6 顎下リンパ節の腫脹を契機に診断に至った血管免疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫の1例
○松宮 由香、岸本 聡子、金崎 朋彦
大阪府済生会千里病院　歯科口腔外科

P18-7 口蓋部に発生した明細胞癌の１例
○秋森 俊行、宮脇 昭彦、志渡澤 和佳、大矢 亮一
産業医科大学病院　歯科口腔外科

1月25日金 13：15～13：50� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［症例報告1］� 座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科）

P19-1 反応性リンパ様過形成を伴った上顎歯肉癌の1例
○中原 航大朗、小川 将、山口 高広、高久 裕紀、栗原 淳、横尾 聡
群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

P19-2 舌・口底癌進展例における下顎骨処理法の一考察
○高久 裕紀、小川 将、清水 崇寛、牧口 貴哉、横尾 聡
群馬大学�大学院�医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

P19-3 舌背部に生じた扁平上皮癌の1例
○栗橋 龍志、久保田 耕世、今 敬生、中川 祥、成田 紀彦、伊藤 良平、小林 恒
弘前大学医学部付属病院　歯科口腔外科

P19-4 若年女性の舌に発生した予後不良であった腺様扁平上皮癌の1例
○谷口 奈緒美、土井 理恵子、渡辺 聡、藤井 信行、田村 隆行、小谷 勇
鳥取大学　医学部　付属病院　口腔顎顔面病態外科学

P19-5 外頸静脈上を鎖骨上神経が交差する解剖学的変異と思われる1例
○宮田 幸長1）、馬杉 亮彦1）、江口 貴紀1）、金井 郁代1）、川口 浩司2）、濱田 良樹2）

1）東芝林間病院　歯科口腔外科、2）鶴見大学　歯学部　口腔顎顔面外科学講座

P19-6 インプラント周囲に発生した原発性顎骨中心性扁平上皮癌が疑われた1例
○古賀 喬充、大場 誠悟、川崎 貴子、三浦 桂一郎、野田 さわこ、原 昌士、朝比奈 泉
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　顎口腔再生外科学分野

P19-7 舌背部に発生した扁平上皮癌の2例
○眞鍋 佳菜子1）、山田 朋弘1）、上妻 亜也子1）、石井 広太郎1）、今利 一寿1）、熊丸 渉1）、矢内 雄太1）、
清島 保2）、森 悦秀1）

1）九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　口腔顎顔面外科学分野、
2）九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　口腔病理学分野
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1月25日金 13：50～14：25� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［転移性腫瘍・遠隔転移］� 座長：大鶴 洋（独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科）

P20-1 肺転移をきたした耳下腺原発上皮筋上皮癌の一例
○竹内 照美1,2）、草深 公秀2）

1）静岡県立静岡がんセンター�歯科口腔外科、2）静岡県立静岡がんセンター病理診断科

P20-2 口腔扁平上皮癌の肺転移に対する治療法と予後に関する臨床的検討
○大金 覚1）、河地 誉1）、齊藤 寛一1,2）、井坂 栄作2）、岩崎 敬大3）、関川 翔一3）、高野 正行1,3）、野村 武史1,2）、
片倉 朗1,4）、柴原 孝彦1,3）、高野 伸夫1）

1）東京歯科大学口腔がんセンター、2）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、3）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、
4）東京歯科大学口腔病態外科学講座

P20-3 下顎歯肉への転移を契機に発見された肺原発多形癌の1例
○古田 功彦1）、冨永 和宏2）

1）社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院　歯科口腔外科、2）九州歯科大学　口腔機能学講座　顎顔面外科学分野

P20-4 急速な頸部リンパ節転移と肺転移を来した舌扁平上皮癌の治療経験
○杉浦 圭1,2）、岡本 喜之1）、矢島 康治1,2）、石川 好美1）

1）藤沢市民病院　歯科口腔外科、2）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

P20-5 稀な遠隔転移をきたした下顎歯肉癌の１例
○加藤 智弘1）、今井 琴子1）、吉田 雅康1）、小泉 雄1,2）

1）国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院　口腔外科、2）がん研究会有明病院　頭頸科

P20-6 脳・頭蓋底転移をきたした臼後部癌の1例
○岡村 武志1）、八木原 一博1）、炭野 淳1）、石井 純一1）、桂野 美貴1）、柴田 真里1）、原口 美穂子1）、
石川 文隆2）、柳下 寿郎2）

1）埼玉県立がんセンター口腔外科、2）埼玉県立がんセンター病理診断科

P20-7 術後１４年目に上顎歯肉転移で再発した腎細胞癌の１例
○土橋 恵、小林 淳一、中井 裕美、清水 翔太、岡本 準也、金子 剛、笹谷 聖、荻 和弘、出張 裕也、
宮崎 晃亘
札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座

1月25日金 14：25～14：55� ポスター会場（2Ｆ�大ホール�ホワイエ）

［放射線治療］� 座長：三浦 雅彦（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科�口腔放射線腫瘍学分野）

P21-1 局所進行下顎歯肉扁平上皮癌 T4症例に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法の検討
○小栗 千里、杉山 聡美、林 雄一郎、大橋 伸英、南山 周平、北島 大朗、柴崎 麻衣子、馬場 隼一、
大屋 貴志、飯田 昌樹、岩井 俊憲、小泉 敏之、廣田 誠、來生 知、光藤 健司
横浜市立大学　大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

P21-2 口腔扁平上皮癌の Osteopontin 発現と放射線耐性に関する検討
○中嶋 光、吉田 遼司、松岡 祐一郎、川原 健太、有田 英生、坂田 純基、廣末 晃之、中山 秀樹
熊本大学大学院�生命科学研究部�歯科口腔外科学分野

P21-3 口腔扁平上皮癌におけるトシリズマブによる放射線感受性効果の検討
○有田 英生、吉田 遼司、松岡 祐一郎、山名 啓介、廣末 晃之、川原 健太、坂田 純基、中嶋 光、川口 翔、
郷原 俊輔、永尾 優果、中山 秀樹
熊本大学大学院　生命科学研究部総合医科薬部門　感覚 ･運動医学講座　歯科口腔外科分野

P21-4 放射線耐性を獲得した口腔扁平上皮癌細胞の樹立と耐性機序の解析
○神田 修治1）、野口 一馬1）、高岡 一樹1）、森寺 邦康1）、土井 啓至2）、北島 一宏3）、岸本 裕充1）

1）兵庫医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、2）近畿大学　医学部　放射線腫瘍部門、
3）兵庫医科大学　医学部　放射線医療センター　核医学・PET診療部
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P21-5 口腔癌からの転移性脳腫瘍に対する定位的放射線治療
○水松 真一郎
総合青山病院　サイバーナイフセンター

P21-6 高齢者進行口腔癌に対する超選択的動注化学放射線療法による治療経験
○武田 幸彦1,3）、渡邉 紘士1,3）、大竹 一平1,3）、村山 和義3,4）、佐藤 英明2）、二宮 一智2）、田中 彰3）、藤内 祝5）

1）新潟県立中央病院　歯科口腔外科、2）日本歯科大学新潟病院�口腔外科、3）日本歯科大学新潟生命歯学部�口腔外科学講座、
4）済生会三条病院、5）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学
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招 聘 講 演

Treatment results and prognostic factors 
of resectable oral cancer

Chung Ji Liu
Director, Department of Stomatology, MacKay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan 

Professor, National Yang Ming University, Taipei, Taiwan

1 月 24 日木 10：30～11：30 Ａ会場（2Ｆ 大ホール）

座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）
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招 聘 講 演 1 月 24 日木 10：30～11：30

Treatment results and prognostic factors of 
resectable oral cancer

Chung Ji Liu
Director, Department of Stomatology, MacKay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan 
Professor, National Yang Ming University, Taipei, Taiwan

Survival for oral squamous cell carcinoma (OSCC) are not improving 

dramatically during the past decades. Our present data shows that the overall 

survival rate of OSCC following primary surgery was better than that before 

2005. It is difficult in a retrospective study to clearly identify reasons for the 

improvement in OSCC survival over time. However, our survival figures 

represent that OSCC with the some clinical predictors including demographic 

factors (age, gender, oral habit..), patient’s general medical condition (diabetes, 

nutrition deficency, anemia), primary tumor factors (tumor thickness, tumor 

size, tumor volume, margin status), histopathological related factors (cell 

differentiation, perineural invasion, lymphovascular permeation) and cervical 

lymph node related factors (positive lymph node ratio, nodal size, extracapsule 

extension, level involved) have an impact on the OSCC survival. Understanding 

the vast array of factors that contribute to the prognosis of patients with 

OSCC, an accurate assessment of patient risk can be made there by promoting 

the development of optimal treatment strategies.
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Short biography

Dr. Chung-Ji Liu received his dental and master degree from the Nation-
al Yang-Ming University Taipei, Taiwan. He completed Oral and Maxillo-
facial Surgery residency program at Taipei Veterans General Hospital. 
Dr. Liu is currently the Chairman of the Department of Stomatology at 
Taipei MacKay Memorial Hospital. Also, Dr. Liu is Professor of National 
Yang Ming University.
Most of his surgeries relate to cancer of the oral cavity, jaws and sali-
vary glands. His ongoing researches are interest in basic science and 
clinical research in head and neck malignancy. He has published over 
118 scientific papers. He is Associate Editor for the Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. 

Curriculum Vitae

Present position: Chief, Department of Stomatology, MacKay Memorial 
Hospital, Taipei, 
Taiwan Professor, National Yang Ming University, Taipei, Taiwan
Academic qualifications:
•  M.S. Graduate School of Dentistry, 2001, National Yang Ming Universi-

ty, Taipei, Taiwan
•  DDS. School of Dentistry 1989 National Yang Ming University, Taipei, 

Taiwan
Experience:
•  Resident Training of Oral and Maxillofacial Surgery in Veteran General 

hospital, Taipei, Taiwan
1991~1996
•  Attending physician: Mackay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan 1996-
•  Assistant Professor, Mackay College of Medicine, Nursing, and Man-

agement 2002~2006
•  Associate Professor: Mackay Junior College of Medicine, Nursing, and 

Management 2006-2009
•  Professor : Mackay Medical College, 2010-2011 National Yang Ming 

University 2011-
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特 別 講 演

頭頸部癌治療の最適化を目指して  
- 全国癌登録事業の整備と遺伝子診断 -

丹生 健一
神戸大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野

1 月 24 日木 14：50～15：50 Ａ会場（2Ｆ 大ホール）

座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）
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特 別 講 演 1 月 24 日木 14：50～15：50

頭頸部癌治療の最適化を目指して  
- 全国癌登録事業の整備と遺伝子診断 -

丹生 健一
神戸大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野

頭頸部には視覚・聴覚・平衡覚・嗅覚・味覚・喉頭などヒトが人として生きて

いくために欠かすことができない感覚やコミュニケーションに関わる臓器、摂

食・嚥下・呼吸など生命維持に必須の臓器が存在する。このため、頭頸部癌の

治療では臓器や機能の温存を目指して、1960年代より手術、放射線治療、化学

療法を組みあわせた様々な集学的治療が行われてきた。最近では分子標的薬や

免疫チェックポイント阻害薬など新たな作用機序による薬物療法や、経口切除

や内視鏡手術など低侵襲な術式が登場し、多彩な治療法の中から個々の症例に

対して最適な治療法を選択するためのガイドラインが求められる。胃癌や大腸

癌であれば無作為化介入臨床試験を行い、個々の症例に対する最適な治療法を

選択するガイドラインの根拠となるエビデンスを創出できるが、頭頸部には口

腔・鼻副鼻腔・上咽頭・中咽頭・下咽頭・喉頭・唾液腺など様々な臓器から癌

が発生し、それぞれの部位に対して無作為化介入臨床試験に必要な症例数を確

保することは難しい。また、眼球や喉頭の摘出など非常に大きな侵襲を伴う外

科的治療は無作為試験に馴染まない。そこで、日本頭頸部癌学会が2011年から

運営を再開した悪性腫瘍登録事業を整備し、関連学会・研究会の協力を得て

オールジャパン体制でビッグ・データを活用できる体制を構築した。

遺伝子検査は 1）自己に存在しないウイルスや細菌などの外来遺伝子を同定

する場合、2）体の一部の細胞に生じた遺伝子の変異（体細胞遺伝子変異）を

解析する場合、3）個体を構成する全ての細胞に存在する遺伝子変異（生殖細

胞系列遺伝子変異）を解析する場合、4）遺伝子多型を解析する場合にわけら

れる。外来遺伝子や体細胞遺伝子変異の解析では特別な問題となることは少な

いが、生殖細胞系列変異や遺伝子多型の診断では遺伝子カウンセリングを含め

た慎重な対応が必要となる。悪性腫瘍における遺伝子検査を目的別に考えると

1）がんの診断、2）治療効果や予後の予測、3）薬剤の副作用の予測、４）遺

伝性疾患の診断に大別される。頭頸部癌においても、扁平上皮癌では Epstein-

Barr Virus や Human Papilloma Virus などのウイルス同定、甲状腺癌や唾液

腺癌、肉腫では染色体の転座、甲状腺髄様癌や多発性内分泌腫瘍症、網膜芽細

胞腫、頸動脈小体腫瘍では生殖細胞系列の遺伝子変異の同定が、実臨床レベル

で行われるようになってきた。
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略　歴

1986 年　東京大学医学部卒業
1990 年　癌研究会附属病院頭頸科 有給嘱託研修医
1996 年　ジェファーソン医科大学癌研究所 客員研究員
2000 年　東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・聴覚音声外科　講師
2001 年　神戸大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野　教授

資　格

医学博士
耳鼻咽喉科専門医・指導医
頭頸部がん専門医・指導医
気管食道科学会認定医
がん治療認定医

学　会

日本耳鼻咽喉科学会理事・日本頭頸部癌学会理事・日本頭頸部外科学会副理事長・
日本頭蓋底外科学会副理事長
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教育講演１

がんバイオマーカーの探索から 
社会実装まで

本田 一文
国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門

1 月 24 日木 13：45～14：45 Ａ会場（2Ｆ 大ホール）

座長：栗田 浩（信州大学医学部歯科口腔外科）
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教育講演１ 1 月 24 日木 13：45～14：45

がんバイオマーカーの探索から社会実装まで

本田 一文
国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門

がんは多彩な疾患で、同一臓器・進行期であっても、個々の症例で臨床経過は

大きく異なります。また腫瘍細胞は、治療圧力を受けることで自身を変化さ

せ、治療に抵抗する性質を獲得します。がん治療には、集団を対象とした画一

的な治療だけでなく、個々の腫瘍が有する個性を適確に捉えて治療を実施する

精密医療（precision medicine）の概念が求められています。また、がんの死

亡率の低減には、治癒可能ながん患者やリスク要因を有する対象者をできるだ

け絞込み、効率よく検診を実施するという戦略も有効です。

昨今、医療の発展は目覚しく、①ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオー

ム・メタボロームなどによる多層オミクス研究から疾患原因が解明され、②そ

の原因に対して生化学・生物物理学を駆使して創薬がなされ、③精密医療に資

するバイオマーカーや効果的な予防法や早期診断法の開発が革新的な医療を創

出しがん治療に貢献しています。

特に革新的な医薬品の臨床開発にはバイオマーカーの存在は欠かせません。薬

理作用点を俯瞰したバイオマーカーとセットで臨床治験を実施することで、医

薬品の効率的な臨床開発は行われています。次世代シーケンス解析はがんゲノ

ム医療の実現に大きく貢献しています。現在、がんゲノム医療は臓器横断的に

進められていて、ゲノムプロファイルを用いた最適医療が近日社会実装されて

いくでしょう。

さらに、早期診断やリスク診断のバイオマーカー開発も注目されています。が

ん死亡率低減を目標とした検診プログラムの開発が必要です。最小限な侵襲か

つ医療経済学的に見合った効率的ながん検診法の開発が望まれています。早期

がんや発がんリスク保有者をバイオマーカー等で囲い込み、ハイリスク群にの

み比較的侵襲性の高い内視鏡検査、造影 CT 等を実施することで検査前確率を

上昇させることで、効率の良いがん検診法の開発がなされていくでしょう。

われわれは、オミクス研究を行いがんの個別化医療や早期診断やハイリスク囲

い込みに資するバイオマーカーの開発を行ってまいりました。本講演では、同
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略　歴

国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門　ユニット長　

東京医科大学口腔外科助手 ( 内田安信元教授 )、国立がんセンター研究所病理部リ

サーチレジデント（広橋説雄元総長）、PMDA ポスドク、国立がん研究センター化

学療法部活性物質選別研究室室長を経て、2017 年より現職。以下兼任　神戸大学

大学院医学研究科消化器内科客員教授、東京医科大学口腔外科客員教授、熊本大学

薬学部先端薬学教授、群馬大学医学部病態腫瘍薬理学非常勤講師

経験を踏まえながら、日々口腔腫瘍を診断・治療を実践されている先生方とが

んバイオマーカーのメディカルニーズや開発の問題点について双向性に情報を

共有したいと思います。
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教育講演２

本邦における肺癌外科治療の動向

永安 武
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　腫瘍外科学教授

1 月 25 日金 10：05～11：05 Ａ会場（2Ｆ 大ホール）

座長：梅田 正博（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 口腔腫瘍治療学分野）
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教育講演２ 1 月 25 日金 10：05～11：05

本邦における肺癌外科治療の動向

永安 武
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　腫瘍外科学教授

原発性肺癌に対する手術症例は、胸部外科学会学術調査によると2015年に年
間4 万件を超え、今尚、年々増加している。本邦の肺癌術後30日以内死亡率
0.3% は、欧米の報告と比較して顕著に低率であり、肺癌手術の安全性は高い。

近年の肺がん外科治療の流れは、早期肺癌に対する手術と進行肺癌に対する
集学的治療に大別される。

本邦では1990年代からの高解像度 CT の普及により、すりガラス陰影と浸潤
影（consolidation）に代表される小型腺癌が多く見つかるようになった。胸腔
鏡下手術（VATS）の導入と時期が重なったため、大規模 RCT を経ないまま、
VATS が小型腺癌に対する標準術式として認知され、現在6割以上の肺癌手術
症例で VATS が施行されている。

2000年代になり、小型腺癌の手術症例の蓄積による病理組織像の検討によ
り、腫瘍に占める浸潤影の割合に応じて生物学的悪性度が異なることが分かっ
てきた。このため腫瘍径20㎜以下の高分化腺癌を中心とした早期肺癌に対する
手術療法において、これまで標準手術として行われてきた肺葉切除術症例の中
から縮小手術（部分切除や区域切除）症例をどのように選択するかが議論され
るようになった。

現在、縮小手術が肺葉切除と比較して生存率において非劣性であるかを検証
するための大規模な前向き比較試験（JCOG0802/WJOG4607L）が本邦を中心
に行われており、その結果次第では、早期肺癌に対する標準術式が大きく変わ
る可能性がある。

一方、FDG-PET や超音波内視鏡による転移診断が一般的となり、より正確
な転移状況の把握により、縦隔リンパ節転移が疑われる IIIA 期進行肺癌に対
する集学的治療の考え方も変遷してきた。2000年初頭にプラチナ製剤と新規抗
がん剤との併用術後化学療法の有用性が欧米の多施設共同試験において複数報
告された。その後、Lancet に出された術前導入化学放射線療法後に手術を施
行した群と化学放射線療法単独群との比較試験では、その解釈に関する議論が
話題になったが、結果的に標準手術は予後を延長することが示された。最近の
報告でも、術前の化学放射線療法は化学療法単独と比較して有意な生存延長効
果は示されていない。

このように IIIA 期進行肺癌の治療方針は、複雑・多様化しているため、呼
吸器外科医を含めた集学的治療グループで検討することがガイドラインでも推
奨されている。

近年、EGFR に代表されるドライバー遺伝子の検索を術前生検や手術検体な
どを用いて行ったうえで薬剤選択を行うことが定着化してきた。EGFR 遺伝子
変異のある肺癌術後の再発予防に対して、分子標的薬は標準治療である化学療
法よりも効果が高いとする報告もある。

今後の肺癌の外科治療のトレンドが、早期肺癌において低侵襲・縮小手術へ

64 第 37 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

教 

育 

講 

演

教 

育 

講 

演



移行していく一方で、進行肺癌の集学的治療においては分子標的薬や免疫
チェックポイント阻害剤などの新規薬剤にも注視していく必要がある。

生年月日
昭和 37（1962）年 5 月 23 日生（満 56 歳）

現　職
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　腫瘍外科学分野　教授

出　身
長崎県佐世保市

略　歴
1987 年 3 月  長崎大学医学部卒業
1987 年 6 月  長崎大学医学部第一外科入局　（富田正雄教授）
1988 年 4 月  愛媛県立中央病院外科
1989 年 4 月  佐世保中央病院外科
1990 年 4 月  田川市立病院外科
1991 年 4 月  福田外科病院外科
1992 年 4 月  長崎大学大学院医学研究科（外科学専攻）入学
1996 年 4 月  長崎大学医学部第一外科 助手　（綾部公懿教授）
1997 年 1 月－ 1998 年 8 月　米国デューク大学外科 
1998 年 9 月－ 1999 年 6 月　  米国メイヨークリニック外科 （Transplant Biology）
2001 年 8 月－ 10 月 国立東佐賀病院外科 部長
2001 年 10 月 長崎大学医学部第一外科 助手
2003 年 7 月  長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　腫瘍外科（第一外科） 教授
2009 年 4 月  長崎大学病院　副病院長（安全管理担当、～ 2011 年 9 月） 

　　　　　　　手術部部長（兼任～ 2017 年 3 月）
2013 年 4 月  長崎大学副医学部長（～ 2015 年 3 月）
2013 年 10 月  「医工の絆」ハイブリッド医療人養成コース・センター長（文部科学省「未

来医療研究人材養成拠点形成事業」選定取組）（～現在）
2016 年 4 月  長崎大学病院　副病院長（診療担当、～ 2017 年 3 月）
2017 年 4 月  長崎大学医学部長

学　位
1996 年 3 月 31 日 長崎大学医学博士

専門分野
呼吸器外科、肺移植、一般胸部外科

資格・学会
日本外科学会（指導医・専門医・代議員）、日本呼吸器外科学会（副理事長、指導医・専門
医・評議員）、日本呼吸器内視鏡学会（副理事長・指導医・専門医・評議員）、日本胸部外
科学会（評議員・認定医）、日本肺癌学会（評議員）、日本移植学会（評議員・移植認定医）、
日本気管食道科学会（評議員・専門医）、日本肺および心肺移植研究会（幹事）、日本異種
移植研究会（世話人）、日本呼吸器学会（肺移植検討委員会委員）、日本がん治療認定医機
構（認定医）、日本消化器内視鏡学会（専門医）、日本消化器外科学会（認定医）、九州外科
学会（評議員）、日本胸部外科学会九州地方会（評議員、世話人）
九州肺移植検討会（世話人）、九州外科代謝・栄養研究会（世話人）、Member of the 
Transplantation Society （国際移植学会正会員）、Member of IASLC （Internal 
Association for the Study of Lung Cancer）

開催学会
第 41 回九州外科学会・第 42 回九州小児外科学会　会長（2004 年 5 月 21，22 開催）
第 30 回日本呼吸器内視鏡学会九州支部会　会長　（2007 年 8 月 25 日開催）
第 49 回日本肺癌学会九州支部総会　会長　（2009 年 7 月 10、11 日開催）
第 36 回九州代謝・栄養研究会　当番世話人（2011 年 3 月 12 日開催）
第 10 回日本乳癌学会九州地方会　会長（2013 年 3 月 2、3 日開催）
第 22 回日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医大会　会長（2015 年 2 月 14 日開催）
第 18 回日本異種移植研究会　当番世話人（2016 年 2 月 20 日開催）
第 40 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会　会長（2017 年 6 月 9，10 日開催）

賞罰、特許
2002 年　第 19 回国際移植学会 Travel Grant Awards 　
2006 年度　日本胸部外科学会　優秀論文賞　　
特許第 6310051 号　医療用器具
特許第 6242560 号　硬性内視鏡のカバーおよび内視鏡ユニット

社会活動
財団法人長崎県健康事業団理事、長崎県保健医療対策協議会がん対策部会委員
長崎地方裁判所専門委員、長崎県移植医療推進協議会委員

その他
平成 25 年度文科省「未来医療研究人材養成拠点形成事業」選定取組　

「医工の絆」ハイブリッド医療人養成コース（プログラム責任者）
厚生労働科学研究委託費採択課題（研究代表者）

「在宅医療に応用可能な遠隔医療システムの開発」（H26-28　医療機器開発推進研究事業）

科学研究補助金採択課題（基盤研究 C　研究代表者）
「Keratinocyte growth factor による肺、気管支再生の検討」（H16-17）
「重症肺気腫に対する遺伝子治療の開発」（H18-19）
「気管支胸膜瘻予防に対するバイオ被覆剤の開発」（H20-22 年度）
「同時多発肺病変に対する細胞遺伝学的プロファイルに基づいた治療戦略の確立」（H23-25）
「EGFR カスケードと 5-FU 代謝酵素のクロストーク解明による肺癌治療の個別化戦略」（H26-28）
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歯科医学会会長講演

日本歯科医学会から 
日本歯科専門医機構への行程

住友 雅人
日本歯科医学会会長

1 月 24 日木 18：20～18：50 Ａ会場（2Ｆ 大ホール）

座長：丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座）
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歯科医学会会長講演 1 月 24 日木 18：20～18：50

日本歯科医学会から日本歯科専門医機構への行程

住友 雅人
日本歯科医学会会長

学会はさまざまな歯科専門領域における学問を追究し意見交換を行う場であ

り、学術的観点から、その果たす役割は極めて大きい。そして現在、歯科医療

の中で既に位置づけられている学会認定専門医は、各学会で検討された科学的

根拠を基に構築された独自の専門医制度に基づくもので、国民にとっては専門

性を持った歯科医療を提供するという意味で、そして歯科医師にとっては自己

研鑽の指標となるという意味で、一定の役割を果たしている。

しかしながら、現制度では専門医として求められる知識・技能などの認定基

準については各学会が独自に設定していることから、専門医の認定されるレベ

ルが各学会ごとに異なっていること、専門医の名称からはその専門性の内容が

分かりにくいことなど、国民からも十分な理解が得られていない状況である。

そこで、各学会の専門医制度について、客観的評価を踏まえた根本的な見直し

を行う必要があるされてきた。

これまでは日本歯科医学会に設置されていた専門医制協議会で広告できる専

門医申請に係る作業を行っていたが、医科と同様の中立性と公平性を有する第

三者機構の設置が要望された。平成28年4月に法人格を有する日本歯科医学会

連合が設立されたが、この団体の大きな事業目標は歯科の専門医機構設立の支

援である。平成30年4月2日に（一社）日本歯科医学会連合と会員学会の（一

社）日本歯科麻酔学会そして（公社）日本歯科医師会で（一社）日本歯科専門

医機構を設立した。医科の新専門医制度のスタートと時を同じくして日本歯科

専門医機構を設立し、新歯科専門医制度を確立し推進することは、今後の歯科

界における革新的な展開への期待からも大きな意義がある。

専門医はプロフェショナル・オートノミーによって、自分自身を律するとい

う医療人としての原点を見つめることから始まる。そこで、本機構が具体的に

求めるところは、高いコンプライアンスであり、クリニカルパスによる歯科診

療の実施であり、自分の臨床症例を学術大会や専門誌に公表できる能力であ

る。専門医制度を持つ学会にはそのような能力を身につけられる機会を提供し

ていることが求められる。

機構は登録された歯科専門医と学会の歯科専門医制度を継続的に監督すると

ともに、新しく歯科専門医制度を立ち上げる学会については適切な指導を行っ

ていく。
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機構での一括した管理体制によって、国民にとっては自身の歯科的な問題点

の解決にあたる専門分野が分かりやすくなるとともに専門医へのアクセスにお

いても見つけやすくなる。

これらの役目を担い、歯科専門医が常に安全で質の高い歯科医療を提供する

ための拠点として機構が設立されたのである。日本歯科医学会に端を発した歯

科専門医制度はついに機構の設立にたどり着いた。これまでの関係者の努力に

敬意を払い、大きく育て、活用し、歯科界の活性化を図ろうではないか。

略　歴

1969 年 3 月　日本歯科大学卒業
1973 年 3 月　日本歯科大学大学院歯学研究科（歯科理工学専攻）修了

職　歴

1973 年 6 月　日本歯科大学口腔外科学第 1 講座助手
1974 年 4 月　日本歯科大学歯科麻酔学教室助手
1996 年 5 月　日本歯科大学歯学部共同利用研究所教授（歯科麻酔学併任）
2001 年 4 月　日本歯科大学歯学部附属病院長
2008 年 4 月　日本歯科大学生命歯学部長
2013 年 4 月　日本歯科大学名誉教授
2013 年 7 月　日本歯科医学会会長（現在に至る）　
2016 年 4 月　（一社）日本歯科医学会連合理事長（現在に至る）
2018 年 4 月　（一社）日本歯科専門医機講理事長（現在に至る）

留　学

国内：1974 年 4 月～ 1975 年 3 月　 日本大学医学部板橋病院麻酔科

国外：1980 年 4 月～ 1981 年 2 月　  英国・ロンドン大学イーストマン歯科病院　  
麻酔科

　　　1981 年 2 月～ 10 月　　　　  フィンランド・トゥルク大学医学部歯学科  
口腔外科

受　賞

The International Federation of Dental Anesthesiology Societies 
(IFDAS) Horace Wells Award　2012
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頭頸部がん診療連携プログラム
1 月 25 日金 9：00～10：00 B会場（3F 国際会議場）

座長：梅田 正博（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 口腔腫瘍治療学分野） 
中島 寅彦（独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 耳鼻咽喉科） 　　　　

頭頸部がんに対する薬物治療は手術療法、放射線療法とともに集学的治療の一環として

行われてきたが、近年その役割は大きくなってきた。なかでも、CetuximabやNivolumab

などの分子標的薬の登場により再発転移癌の治療に対する外科医の認識は大きく変わった

といえる。治療選択肢は増加し、薬物療法の適応決定や有害事象対応には多診療科、多職

種によるチーム医療が不可欠となった。このような背景から日本臨床腫瘍学会（JSMO）で

は頭頸部がんに対する薬物療法の適正使用と治療成績向上を目的として頭頸部がん診療連

携プログラムを2017年に立ち上げた。

本プログラムは頭頸部外科医（日本頭頸部外科学会）、口腔外科医（日本口腔外科学会）、

腫瘍内科医（日本臨床腫瘍学会）が連携し① 免疫チェックポイント阻害薬に係るチーム医

療体制の構築と適正使用の推進、② 地域における頭頸部がん治療に関する教育事業の推進

を行うことを目的としている。

シンポジウムではプログラムの設立に関わり、ともに関西地区のエリアリーダーである

桐田忠昭先生 ( 奈良県立医大口腔外科 ) と清田尚臣先生 ( 神戸大腫瘍内科 ) のお二人にそれ

ぞれの学会の立場から、本プログラムの現状と今後の課題について述べていただく。
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頭頸部がん診療連携プログラム 1 月 25 日金 9：00～10：00

口腔がんに対するニボルマブ投与症例についての 
検討と「頭頸部がん診療連携プログラム」による 
協力体制について

桐田 忠昭
奈良県立医科大学　口腔外科学講座

抗 PD-1 モノクロナール抗体であるニボルマブが、2017年3 月24日に再発ま

たは遠隔転移を有する頭頸部癌に対して承認されて以降、当科および関連施設

において現在まで11例に使用した。それらについての概要を中心に報告すると

ともに日本口腔腫瘍学会指定研修施設におけるニボルマブ投与症例についての

現状と日本臨床腫瘍学会との「頭頸部がん診療連携プログラム」による連携協

定についてアンケート調査を行ったので報告する。

当科および関連施設における投与症例について、組織型は扁平上皮癌10例、

腺様嚢胞癌1 例で、部位別では、舌3 例、上顎骨・上顎歯肉4 例、下顎歯肉2

例、口底1例、硬口蓋１例で年齢は54〜86歳であった。初診時病期はⅠ期0例、

Ⅱ期1 例、Ⅲ期2 例、Ⅳ期9 例と進行例が多くを占めていた。初回治療と経過

については、再建術を含めた根治的外科療法 + 化学放射線療法後の遠隔転移

を含む再発の非制御が4例、根治的外科療法ができず化学放射線療法施行後の

PD が 6 例であった。ニボルマブ投与期間は１か月から17か月に及び、最大臨

床効果は CR 1例、PR 2例、NC 1例、PD 6例で NC を含めた奏功率は36.4％

であった。現時点（2018年9月末）での生存例は7例、死亡例は4例であり、ニ

ボルマブ投与後の最長生存期間は17か月以上であった。ニボルマブの投与期間

は、生存例では1から17か月（平均8.7か月）であり、死亡例は3から8か月 ( 平

均5.0 か月 ) となっていた。また、１例にニボルマブで効果が得られなかった

ため、過去に使用したが奏功が得られなかった PTX+Cmab を再度投与したと

ころ PR の効果が得られたものも見られた。副作用は、発熱1例、甲状腺機能

低下2例、肝機能低下1例、皮疹2例、下痢2例がそれぞれ見られたが、いずれ

も Grade2以下であった。また、１例に帯状疱疹が見られた症例もあった。

また、2018年9月末までの日本口腔腫瘍学会指定研修施設でのニボルマブの

投与症例についての実態調査と「頭頸部がん診療連携プログラム」についての

各施設の連携協力体制についてのアンケート結果についても合わせて報告し、

今後の効率的な協力体制の進め方などについても議論したいと考えている。
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略　歴

1983 年     大阪歯科大学卒業、奈良県立医科大学大学院入学
1987 年      奈良県立医科大学大学院修了、奈良県立医科大学口腔外科学講座

助手
1991 ～ 1992 年 埼玉県立がんセンターへ国内留学
1994 年     奈良県立医科大学口腔外科学講座講師
1998 年      Memorial Sloan-Kettering Cancer Center（New York）へ

留学
1999 年     奈良県立医科大学口腔外科学講座　助教授
2002 年     奈良県立医科大学口腔外科学講座　教授

資　格

医学博士、日本口腔外科学会専門医・指導医、日本癌治療認定医機構がん治療認定
医、ICD インフェクションコントロールドクター、日本顎顔面インプラント学会指
導医、日本癌治療認定医機構暫定教育医、日本歯科麻酔学会認定医、日本小児口腔
外科学会指導医、日本有病者歯科医療学会認定医、指導医、日本口腔腫瘍学会暫定
口腔がん指導医、日本口腔科学会認定医・指導医

受賞歴

2009 年     第 47 回日本癌治療学会優秀演題賞
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頭頸部がん診療連携プログラム  1 月 25 日金 9：00～10：00

頭頸部がん診療連携プログラムについて

清田 尚臣
神戸大学医学部附属病院 腫瘍センター 

免疫チェックポイント阻害薬は悪性黒色腫・肺がん・尿路上皮がん・胃が

ん・ホジキンリンパ腫など多くの悪性腫瘍でその有効性が示されており、頭頸

部がんにおいても抗 PD-1抗体であるニボルマブがプラチナ抵抗性頭頸部扁平

上皮癌患者の生存に寄与することが示されました。このため、2017年3月24日

より「再発又は転移を有する頭頸部癌」にニボルマブは適応追加され既に臨床

で使用されています。今後、進行中の臨床試験の結果を基に、他の免疫チェッ

クポイント阻害薬が転移・再発頭頸部がんに対して使用可能となります。更に

は、免疫チェックポイント阻害薬は他の薬剤や放射線治療などとの併用が頭頸部

がんでは検討されており、益々臨床での使用頻度が増えることが予想されます。

免疫チェックポイント阻害薬は、これまでの抗悪性腫瘍薬とは全く異なる作

用機序を有しており、その特徴的な免疫関連有害事象は、頻度は低いものの自

己免疫的な機序による循環器・呼吸器・消化器・内分泌・神経 / 筋・血液疾患

など全身的な合併症を生じる上に、先述のような他の抗がん薬や放射線治療と

の併用も行うようになれば、更に総合的かつ全身的な内科的管理の重要性が増

します。

また、免疫チェックポイント阻害薬に限らず、これからのがん薬物療法は、

臓器横断的な知識と経験が重要な時代に移行します。このため、これを契機に

頭頸部がん診療に関わる専門診療科（耳鼻咽喉・頭頸部外科や歯科・口腔外

科）とより深い連携体制を構築し患者により良い治療を提供するために、日本

臨床腫瘍学会は「頭頸部がん診療連携プログラム」を立ち上げ、日本頭頸部外

科学会及び日本口腔外科学会との間に学会間連携を開始しました。本シンポジ

ウムでは、今後の頭頸部がん治療の進歩を見据えた診療連携の在り方と、頭頸

部がん診療連携プログラム開始1年を経過しての問題点について議論したいと

思います。
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略　歴

1999 年  神戸大学医学部医学科卒業
1999 年  大阪府済生会中津病院内科系研修医
2001 年  大阪府済生会中津病院消化器内科専修医
2004 年  大阪府済生会中津病院消化器内科医員
2005 年  国立がん研究センター東病院消化器内科　がん専門修練医
2007 年  国立がん研究センター東病院消化器内科　非常勤医師
2008 年  神戸大学医学部附属病院腫瘍内科　特定助教
2010 年  神戸大学医学部附属病院腫瘍・血液内科　特定助教
2010 年  神戸大学医学部附属病院腫瘍・血液内科　助教
2017 年  神戸大学医学部附属病院腫瘍センター　特命准教授

資格など

医学博士
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本臨床腫瘍学会薬物療法専門医・指導医
日本臨床腫瘍学会協議員
日本臨床腫瘍学会頭頸部がん薬物療法ガイダンス作成委員
日本臨床腫瘍学会頭頸部がん診療連携プログラム WG 長
日本頭頸部癌学会代議員
日本頭頸部癌学会学術委員会委員
日本頭頸部癌学会ガイドライン委員会委員
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員

受賞歴

2010 年  日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医海外派遣選考採択
2014 年  JCOG データセンター Best Study Coordinator 賞
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シンポジウム１

どのような多施設共同研究が 
行われているか？

1 月 24 日木 9：05～10：25 A会場（2F 大ホール）

座長：大倉 正也（済生会松阪総合病院　口腔外科）　　　 　 

上田 倫弘（北海道がんセンター 口腔腫瘍外科）

多施設共同研究の目的は、標準治療あるいは歴史的に標準とされてきた療法に比較し、

患者に有益となる療法を検証し、新しい標準治療確立による最大多数の患者の利益を得る

ことである。現在、世界の様々な団体では、多数の臨床研究が施行され、新しいエビデン

スが確認されている。その中で口腔がんは希少癌とされ、単施設では十分な症例数が集積

が困難で、エビデンス構築のためには多施設の協力が必要となる。さらに小数であるがゆ

え study design の工夫も必要とされる。

本シンポジウムでは、多施設共同研究についての企画を提案し、結果のすでに出た研究、

現在進行中の研究を実行中の４名の先生に御講演頂く予定である。

これまでの多施設共同研究の経験から、研究の提案、実施、集計についてのポイントや

困難な点について討論して頂く予定である。臨床研究グループ内で行われるような活発な

討論を期待したい。
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シンポジウム1 1月24日木 9：05～10：25

S1-1	 唾液腺癌に対するＴＳ－1術後補助化学療法の有効性に関
する多施設共同試験の現状と課題

○山田 慎一1）、梅田 正博2）、桐田 忠昭3）、栗田 浩1）

1）信州大学医学部歯科口腔外科学教室 
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 
3）奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座

唾液腺癌は，形態学的および臨床的に多様な新生物のグループであり，診
断・治療においてかなりの困難を示すことがある．唾液腺癌の発症頻度はま
れであり，そのため「希少がん」に分類され，治療法の研究・開発は進んで
いない．そこで，われわれは後方視的に多施設共同研究により唾液腺癌治療
における問題点の検討を行った．過去21年間における手術を中心とした根治
治療が行われた211例について検討したところ，全累積生存率は５年84.0％，
10年69.2％であった．患者の全身状態，腫瘍の最大径，組織学的悪性度，リ
ンパ節転移の有無は有意な予後因子であった．局所制御率は５年84.6%，10
年70.1%で，腫瘍の最大径，組織学的悪性度，切除断端が有意な影響を与え，
術後の放射線照射は局所制御を改善する傾向がみられた．遠隔転移率は５年
16.9％，10年21.1％で，腫瘍の最大径，リンパ節転移が有意な影響を与え，化
学療法は転移を遅らせる傾向がみられた．この研究結果より化学療法は唾液
腺癌において遠隔転移を抑制することが示唆されたことから唾液腺癌の予後
改善を目的に，GCP（医薬品の臨床試験の実施の基準に関する症例）に準拠
した「唾液腺癌に対するTS-1 補助化学療法の有効性に関する多施設共同無
作為化比較試験」を計画し，2014年11月より臨床試験を開始した。本研究は
2016年12月に本学会共同研究委員会の協力研究１に指定を受けた．しかしな
がら，唾液腺癌の希少性が影響し，試験開始から5年近くが経過した現時点
で，研究参加施設は60施設にのぼるが，試験の症例登録数は15例に留まって
いる。登録症例の内訳はTS-1投与群が8例，非投与群が7例であり，投与群
のうち6例が規定のTS-1の内服期間を終了し経過観察に移行している。本発
表では本試験における現状と問題点を検討するとともに、問題点に対する改
善策についても報告し，会員の先生方に更なる本試験へのご協力をお願いし
たいと考えている。

略　歴

2000 年 3 月
長崎大学歯学部卒業

2004 年 3 月
長崎大学大学院歯学研究科修了

2004 年 4 月
長崎大学医学部・歯学部附属病
院 助手

2004 年 12 月
長崎大学大学院 医歯薬学総合
研究科 助手

2009 年 7 月
長崎大学病院 口腔顎顔面外科
室 講師

2011 年 9 月
カロリンスカ研究所分子細胞生
物学講座

2015 年 4 月
信州大学医学部附属病院 特殊
歯科・口腔外科 准教授

現在に至る

資　格

日本口腔外科学会 口腔外科専門
医・指導医
日本がん治療認定医機構 がん治療
認定医・暫定教育医（歯科口腔外
科）
日本口腔診断学会 認定医
日本口腔科学会 認定医
日本口腔腫瘍学会 口腔がん専門医
日本口腔ケア学会 口腔ケア 4 級
インフェクションコントロールド
クター

受賞歴

2014 年
第 32 回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会 優秀ポスター賞

2016 年
日本口腔腫瘍学会 学会賞

2017 年
第 35 回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会 優秀ポスター
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シンポジウム1 1月24日木 9：05～10：25

S1-2	 口腔癌頸部リンパ節転移の様相と術後補助療法に関する
多施設共同研究

○長谷川 巧実1）、柳本 惣市2）、大鶴 光信3,4）、大倉 正也5,6）、
山川 延宏7）、山田 慎一8）、古森 孝英1）

1）神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野、
2）長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、
3）東海大学医学部　外科学系　口腔外科学領域、
4）東海大学医学部付属病院　歯科口腔外科、
5）大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室、6）済生会松阪総合病院　口腔外科、
7）奈良県立医科大学 口腔外科学講座、8）信州大学医学部　歯科口腔外科学教室

進行頭頸部扁平上皮癌の標準治療としてNCCNガイドラインにあるよう
に、切除可能な場合は根治的切除を行い、病理組織学的に再発高リスク因子
（リンパ節被膜外浸潤（Extra nodal extension （ENE）陽性）、外科的切除断
端近接もしくは陽性）を認めた場合、術後に高用量シスプラチン（CDDP） 
（100mg/m2×3）と放射線（RT）の同時併用療法（CCRT）を追加すること
が推奨されている。しかし、遠隔転移率やOSの改善が認められないとの報
告もあり、特に口腔癌においては検討の余地があった。過去にわれわれは、
口腔癌術後再発高リスク患者152例を対象に後ろ向き検討を行った結果、3年
局所頸部制御は術後RTに対する CDDPの上乗せ効果があったが、3年 OS
に関しては認められなかった（Hasegawa T et al. 2017）。一方、多発リンパ
節転移や遠位レベル（Level IV/V）転移はマイナーリスクとされ、術後補助
療法の内容については議論の余地がある。特に、ENEではあるが単発転移
（pN1）の症例やLevel IV/V転移については口腔癌における症例数が少なく、
単施設での検討では不十分であった。そこで、多施設におけるENE+pN1症
例および Level IV/V 転移症例を集積し、術後補助療法について後ろ向きに
検討を行った。対象は、2001年1月～2013年12月に当科および協力施設で根
治手術を行った口腔癌 pN+ 症例669例のうち、ENE+pN1症例68例および
Level IV/V転移症例61例とした。検討項目は、年齢、性別、PS、原発部位、
cTN stage, pN数、断端陽性・ENEの有無、分化度、予後とした。ENE+pN1
症例は男性39例、女性29例で、3年OSは術後無治療群38.9%、術後RT/CCRT
群76.9% であった。Level IV/V 転移症例は男性42例、女性19例で、3年 OS
は術後無治療群37.0%、術後RT/CCRT群58.8%であった。また、Level IV/
V 転移症例は頸部死（23.0%）、遠隔死（23.0%）が多く、転移リスクとして、
舌癌、cN stage、分化度が抽出された。ENE+pN1症例およびLevel IV/V転
移症例ともに、術後無治療群に対して術後RT/CCRT群で有意な3年 OSの
延長を認めた（P＜0.05）が、術後RTに対するCDDPの上乗せ効果はなかっ
た。本結果から、ENE+pN1症例もしくはLevel IV/V転移症例において、少
なくとも術後RTは必要と考えられたが、多施設での集積においても十分な
症例数が得られたとは言い難く、今後もさらなる検討が必要であると考えら
れた。本発表では、これらの多施設共同研究を行う上での苦労や問題点につ
いても私見を交えて報告する。

略　歴

2005 年
大阪大学歯学部歯学科 卒業

2006 年
神戸大学大学院医学研究科外科
系講座口腔外科学分野 入学

2009 年
同 早期修了（医学博士）

2009 年
加古川中央市民病院（旧神鋼加
古川病院）歯科口腔外科 医員

2011 年
神戸大学医学部附属病院歯科口
腔外科 医員

2013 年
神戸大学医学部附属病院歯科口
腔外科 特定助教

2014 年
神戸大学大学院医学研究科外科
系講座口腔外科学分野 助教

資　格

医学博士
日本口腔外科学会 専門医
日本顎顔面インプラント学会 指導
医
日本がん治療認定医機構 がん治療
認定医（歯科口腔外科）
日本口腔腫瘍学会 口腔がん専門医

受賞歴

第 37 回日本口腔インプラント学
会・学術大会 デンツプライ賞

（Best Poster Award）
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シンポジウム1 1月24日木 9：05～10：25

S1-3	 早期舌扁平上皮癌における頸部後発転移に対する新規予
測因子の検討

○山川 延宏1,8）、桐田 忠昭1,8）、梅田 正博2,8）、柳本 惣市2,8）、
大倉 正也3,8）、相川 友直3）、太田 嘉英4,8）、大鶴 光信4,8）、栗田 浩5,8）、
山田 慎一5,8）、古森 孝英6）、長谷川 巧実6,8）、上田 倫弘7,8）

1）奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座、
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野、
3）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔疾患制御学講座口腔外科学第一教室、
4）東海大学医学部外科学系口腔外科学、5）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、
6）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野、
7）北海道がんセンター口腔腫瘍外科、8）日本口腔がん臨床研究グループ

緒言：初期の口腔癌においても、原発巣の切除後に頸部後発転移を来すこ
とにより予後不良となる症例を経験する。これらは、従来の病理組織学的な
因子のみで予測することは困難である。近年、Tumor budding （TB）が注
目されており、多くの癌で有効な予後因子になると報告されている。従来の
病理組織学的な評価だけでは予測できない症例があるため、従来の予測因子
に加えTBとさらなる予測因子の検索のため、新たな病理組織学的な分類を
加え検討を行ったので報告する。方法：対象は2008年から2014年までに各施
設を受診した舌癌StageI、II症例のうち根治手術を施行した症例432例中、予
防郭清が施行されておらず、原発巣が制御されており、病理組織学的な検討
が行えた337例。各症例の背景因子として年齢、性別、病期を、病理組織学
的因子としてTB、切除断端、分化度、腫瘍の深さ（Depth of invasion: DOI）、
脈管・神経周囲浸潤、新たな予測因子の候補として腫瘍浸潤先端部の隣接組
織の検討を行った。TBに関しては、buddingを認めないもの、5個未満、5
個以上の3群に分けて、腫瘍浸潤先端部の隣接組織はリンパ球組織、線維組
織、筋組織、脂肪組織のそれぞれの存在を確認し、DOI に関しては4mmを
基準として検討。各項目の頸部後発転移率を算出し、各群の統計学的な差を
検討。単変量解析の結果をもとに多変量解析を行い、頸部後発転移の独立し
た予測因子を抽出した。結果：全対象症例の頸部後発転移率は17.2% であっ
た。単変量解析にて従来の予測因子である病期、DOI、脈管浸潤に加えて、
TB、腫瘍浸潤先端部の筋組織・脂肪組織の存在の有無で有意差を認めた。こ
れらを説明変数とし多変量解析を行ったところ、T分類（T2）、TB（5個以
上）、DOI（4mm以上）、腫瘍浸潤先端部の隣接組織（筋組織の存在）が頸
部後発転移に影響を及ぼす独立因子として抽出された。考察：従来の予測因
子に加えて、口腔癌においてもTBの存在はリンパ節転移の予測因子となる
ことが明らかとなった。さらに、新たな因子として腫瘍浸潤先端部に存在す
る組織の種類は頸部後発転移を予測するうえで重要なリスク因子であると考
えられる。これらのことから、このような条件を満たす症例においては術後
の補助療法や 2期的な頸部郭清を考慮する必要があるかもしれない。結論：
従来の予測因子に加えTB、腫瘍浸潤先端部の筋組織の存在は早期舌癌症例
の頸部後発転移を予測する重要な因子になると考えられた。

略　歴

2002 年 3 月
日本歯科大学新潟歯学部卒業

2002 年 4 月
奈良県立医科大学口腔外科学講
座 臨床研修医

2004 年 4 月
奈良県立医科大学大学院医学研
究科（口腔・顎顔面機能制御医
学）入学

2008 年 3 月
奈良県立医科大学大学院医学研
究科 単位修了・卒業

2008 年 4 月
奈良県立医科大学附属病院 麻
酔科 医員

2008 年 11 月
奈良県立医科大学 口腔外科学
講座 助教

2017 年 4 月
奈良県立医科大学 口腔外科学
講座 講師

現在に至る

資　格

日本口腔外科学会 専門医・指導医
国際口腔顎顔面外科専門医
日本がん治療認定機構 がん治療認
定医
日本口腔腫瘍学会 口腔がん専門医
他

受賞歴

第 55 回日本癌治療学会 最優秀演
題賞
第 34 回日本口腔腫瘍学会総会・学
術大会 優秀ポスター賞
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シンポジウム1 1月24日木 9：05～10：25

S1-4	 cN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究
（END-TC	study）

○柳本 惣市1）、梅田 正博1）、栗田 浩2）、桐田 忠昭3）

1）長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、
2）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、3）奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座

わが国の「がん研究10か年戦略」（2014年）では，研究の進みにくい希少
がんとして “口腔がん ” が重点研究領域とされている。口腔外科の個々の単
施設ではエビデンスレベルの高い臨床研究を行うには限界があるとされ，最
近では多施設共同研究の重要性が叫ばれるようになった。本学会においても
共同研究委員会が立ち上げられ，様々な研究に着手するに至っている。本演
題ではその協力研究の一つである「cN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前
向き観察研究（END-TC study）」について紹介し，その進捗状況について報
告する。現在，潜在性転移が強く疑われる場合などを考慮して，予防郭清の
妥当性を決定すべきとされており，これまでのいくつかのメタアナリシスで
も予防郭清優位である。しかしながらRCTは外的妥当性（一般化可能性）が
最も低い試験法であり，結果をそのまま実臨床に取り入れていくには注意も
必要であり，予防郭清をランダム化することの倫理性や有意差ありきのstudy 
designによる予防郭清優位の普遍性などの問題点がある。そこで症例登録後
ランダム化せずに根治治療を行い，統一した経過観察を行う実臨床に最も即
した形の前向き観察研究を着想するに至り，本学会共同研究委員会の協力研
究として承認され，2017年11月1日より症例登録を開始している。現在，本
学会指定研修施設69施設のうち43施設が参加で，そのうち34施設で IRBの承
認を得ている。対象は cN0舌癌で，症例登録後に根治手術を行う。ここで各
施設の基準で潜在性転移の妥当性を判断し，予防郭清するかどうかを非ラン
ダム化とする。その後，予防郭清群は経過観察，非予防郭清群はWait & See
で頸部転移が判明した段階で頸部郭清術，経過観察を行う。本研究のエンド
ポイントは，OS および DSS などの他，QOL を含める。予防郭清において
True negative N0症例のQOL低下があるのかを検証することで，アウトカ
ム重視での新しい知見も得られる可能性があると思われる。

略　歴

1996 年 3 月
長崎大学歯学部卒業

1996 年 6 月
長崎大学歯学部附属病院第一口
腔外科・研修医

1998 年 4 月
長崎大学歯学部附属病院第一口
腔外科・医員

1999 年 4 月
長崎大学歯学部第一口腔外科・
助手

2006 年 4 月
長崎大学病院・講師

現在に至る

資　格

日本口腔外科学会認定「口腔外科専
門医・指導医」
日本がん治療認定医機構「がん治療
認定医（歯科口腔外科）」
日本口腔インプラント学会認定「口
腔インプラント専門医」
日本口腔腫瘍学会認定「口腔がん専
門医・指導医」
日本睡眠歯科学会認定「認定医・指
導医」

受賞歴

第 51 回日本癌治療学会学術集会 
優秀演題賞
日本口腔腫瘍学会 学会賞
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シンポジウム2

口腔がん治療における 
周術期口腔機能管理とは？

1 月 24 日木 15：55～16：55 A会場（2F 大ホール）

座長：勝良 剛詞（新潟大学医歯学総合病院 歯科放射線科） 　　 

   五月女 さき子（長崎大学病院周術期口腔管理センター）

2012年4月の診療報酬改定において「周術期口腔機能管理」が歯科診療報酬に新設さ

れました。その後の改定時にほとんどの点数が増点されたことや、適用範囲の拡大、医科

手術点数への加算などが行われたことは、この新しい形の歯科医療に対する期待の表れで

あると考えられます。一方で、周術期口腔機能管理の方法、適応範囲、有効性などについ

てはいまだに明らかにされておらず、これまではいわゆる「専門家の意見」に準じた口腔

管理が行われてきたのが現状であると思います。しかし経験を積む中で、新たに疑問に感

じること、誤解や科学的根拠に乏しい管理方法と思われることなどもあるのではないでしょ

うか。

周術期口腔機能管理が開始されて6年以上が経過し、エビデンスの構築に寄与する研究

や論文が少しずつ蓄積されてきました。本シンポジウムでは、口腔がんに関連する有害事

象やがん治療における口腔管理についてアクティブに研究し論文発表をされている演者の

方々に、その研究成果をご報告頂き、有害事象のリスク因子や管理方法について検討した

いと思います。九州歯科大学の船原まどか先生には術後感染予防を目的とした口腔管理の

標準化に関する研究結果についてご報告頂きます。神戸大学の西井美佳先生には放射線治

療時に問題となる口腔粘膜炎と口腔カンジダ症に関して多施設共同研究の結果をご報告頂

きます。最後に関西医科大学の兒島由佳先生には放射線性顎骨壊死に関する多施設共同研

究において新たに得られた知見についてご報告頂きます。

本シンポジウムが、口腔がん患者の周術期口腔機能管理に役立つことを期待しておりま

す。
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シンポジウム2 1月24日木 15：55～16：55

S2-1	 がん手術後感染予防を目的とした口腔管理方法の標準化
についての検討

○船原 まどか
九州歯科大学　歯学部　口腔保健学科　地域・多職種連携ユニット

【緒言】がん手術後の合併症を予防することを目的にさまざまな口腔管理が
行われてきたが、どのような場合にどのような口腔管理を行うべきかについ
ては未だ明らかにされていない。今回、以下の2点について、これまで演者
らが行ってきた研究をもとにがん手術時の口腔管理方法の標準化について検
討を行ったので報告する。
1. 唾液中微生物の直接暴露について
頭頸部癌、上部消化管の手術後創部感染（SSI）や術後肺炎は口腔内貯留液
内の病原性微生物が主要な原因の一つと考えられるため、創部に触れる、ま
たは流入する口腔細菌数を減少させることを目的とした口腔管理を行う必要
がある。ではどのようなアプローチを行うべきか検討するため、周術期患者
の唾液中細菌数に影響を与える因子について予備的検討を行った。
【対象と方法】全身麻酔下でがん・心臓・臓器移植手術を行った患者54名に
おいて、以下の項目と術後の唾液中細菌数との関連を検討した。性別、年齢、
主疾患、BMI、PS、糖尿病の有無、喫煙、飲酒、クレアチニン値、ALT、ア
ルブミン値、プラーク量、CPI、術前後の口腔湿潤度、手術時間、出血量、
術後摂食状況、術前後の舌上細菌数について検討を行った。
【結果】単変量解析の結果、術後の唾液中細菌数と術前のプラーク量、歯周
ポケットの有無についての関連はみられず、術後の舌上細菌数、術後の摂食
状態について関連があった。多変量解析では「術後の摂食状態」、「術後の舌
上細菌数」、「喫煙の有無」が抽出された。
【考察】術後の口腔管理方法は術後摂食状況によって手技を変更する必要が
あると考えられた。また健常者による予備的検討では、ブラッシングを行う
と一時的に口腔内貯留液中の細菌数は増加するが、含嗽によりブラッシング
前よりも減少させることができることを確認している。これらのことから①
術後早期経口摂食を促す②含嗽の励行③含嗽不可の場合は消毒薬の塗布④挿
管中は消毒薬や抗菌薬の局所投与が重要であると考えられた。
2. 口腔感染巣からの血行 /リンパ行感染について
また、CDCガイドラインには SSI に影響する因子として「離れた部位に同
時に存在する感染」が挙げられており、口腔内の感染巣からの血行 /リンパ
行感染が遠隔感染のリスクとなる可能性がある。口腔の感染巣にはう蝕、感
染根管、根尖病巣、歯周病などがあり、これらを手術前までに除去、治療す
ることが望ましいと考えられた。

略　歴

2005 年　
神戸女学院大学 卒業

2007 年　
兵庫県立総合衛生学院 卒業

2016 年　
長崎大学大学院医歯薬学総合研
究科 修了 歯学博士

同年　
長崎大学大学院医歯薬学総合研
究科 口腔腫瘍治療学分野 助教

2017 年　
九州歯科大学歯学部口腔保健学
科 地域・多職種連携教育ユニッ
ト 助教

資　格

歯学博士
日本歯科衛生士会 医科歯科連携・
口腔機能管理認定歯科衛生士

受賞歴

2018 年　
日本歯科衛生学会 第 13 回学術
大会 口演発表賞
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シンポジウム2 1月24日木 15：55～16：55

S2-2	 口腔・中咽頭がん放射線治療時の口腔粘膜炎と口腔カン
ジダ症のリスク因子：多施設共同研究による326例の解
析結果

○西井 美佳1）、長谷川 巧実1）、明石 昌也1）、五月女 さき子2）、
柚鳥 宏和3）、川北 晃子3）、兒島 由佳4）、船原 まどか5）、梅田 正博3）、
古森 孝英1）

1）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 
2）長崎大学病院口腔管理センター 
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座口腔腫瘍治療学分野 
4）関西医科大学病院歯科口腔外科 
5）九州歯科大学口腔保健学科

【緒言】口腔・中咽頭がんの放射線治療（RT）時には重症粘膜炎が発生する
が、有効な予防法は確立していない。口内炎に効能効果が認められているス
テロイド軟膏はRT時に口腔カンジダ症を誘発するのではという危惧から避
けるべきであるという意見もある。今回、RT時の重症口腔粘膜炎および口
腔カンジダ症発症に関連する因子を明らかにすることを目的として、多施設
共同後ろ向き観察研究を行った。
【方法】2011～2017年に神戸大学、長崎大学、関西医科大学で口腔管理を行っ
た口腔・中咽頭がん RT患者326例を対象とした。年齢、性別、BMI、原発
部位、糖尿病の有無、照射前のHb、Alb、Cre、照射中の白血球数、リンパ
球数の最低値、併用療法、照射方法、線量、摂食状況、スペーサー、ピロカ
ルピン、ステロイド軟膏、残存歯数、金属冠、歯槽骨喪失、口腔粘膜炎のグ
レード、口腔カンジダ症について調査した。各変数とグレード3口腔粘膜炎
の発症、あるいは口腔カンジダ症発症との関連性について、多変量Cox回帰
分析により解析した。
【結果】1）グレード3口腔粘膜炎は136例（41.7%）に発症した。2）グレー
ド3口内炎発症と有意に関連する因子として、性別（男性＞女性）、原発部位
（中咽頭＞口腔）、Hb低値、白血球数減少、リンパ球数減少、摂食状況（経
口＞経管）、併用療法（BRT＞ CRT＞ RT単独）が挙げられた。3）口腔カ
ンジダ症は101例（31.0%）に発症した。4）口腔カンジダ症発症と有意に関
連する因子として、原発部位（中咽頭＞口腔）、白血球数減少、グレード2以
上の口腔粘膜炎発症が挙げられた。ステロイド軟膏塗布はリスク因子ではな
かった。
【考察】重症口腔粘膜炎のリスク因子を有する患者では早期からオピオイド
の投与や経管栄養などの対策をとることが重要である。RT時の口腔粘膜炎
に対してデキサルチン軟膏塗布が有効であるとのランダム化比較試験の結果
が最近報告された（Kawashita Y, et al.  Int J Oral Maxillofax Surg,  in 
press）。今回の検討でステロイド軟膏塗布はカンジダ症のリスク因子となら
ないことが明らかになったことから、より積極的に使用することが望ましい。
【結論】口腔・中咽頭がん RT時の口腔粘膜炎と口腔カンジダ症発症に関す
るリスク因子について多施設共同後ろ向き研究を行ったので、その結果につ
いて報告した。

略　歴

2001 年３月　
兵庫歯科学院専門学校卒業

2001 年 4 月　
歯科診療所勤務

2004 年 4 月　
兵庫県立 こども病院勤務

2005 年 4 月　
神戸大学医学部付属病院 歯科
口腔外科 勤務
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シンポジウム2 1月24日木 15：55～16：55

S2-3	 放射線性顎骨壊死（ORN）のリスク因子と予防法につい
て ～多施設共同後ろ向き研究の結果より～

○兒島 由佳1）、河岡 有美1）、川下 由美子2）、山田 慎一3）、栗田 浩3）、
長谷川 巧実4）、古森 孝英4）、上田 順宏5）、桐田 忠昭5）、高島 裕之6）、
渋谷 恭之6）、梅田 正博7）

1）関西医科大学病院歯科口腔外科、2）長崎大学病院周術期口腔管理センター、 
3）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、
4）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野、 
5）奈良県立医科大学口腔外科学講座、 
6）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医学講座口腔外科学分野、 
7）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座口腔腫瘍治療学分野

【緒言】頭頸部がんに対する放射線治療（RT）後にはさまざまな有害事象が
発症するが、その中でも放射線性顎骨壊死（ORN）は患者の生活の質（QOL）
を著しく低下させる原因となる。しかしORN予防のための具体的な口腔管
理方法は確立していない。以前われわれは多施設共同研究により頭頸部がん
RT 患者392例を収集し、ORN の発症リスク因子について解析を行った
（Kojima et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol 2017）。その中で口
腔・中咽頭がんで有意に発症率が高かったため、今回口腔・中咽頭がんに対
象を絞りさらに登録期間を拡げてORNのリスク因子や予防法について検討
した。
【対象と方法】2008年～2017年に参加6施設の歯科口腔外科を受診した口腔・
中咽頭がん患者のうち、50Gy 以上の RTを受け、RT前にパノラマX線を
撮影し、その後6か月以上経過観察が行われた235例を対象とした。さまざま
な患者因子、腫瘍因子、治療因子などを後ろ向きに調べ、ORN発症との関
連性について多変量Cox回帰分析を用いて解析した。また実際にORNを発
症した患者では、発症契機についても検討した。
【結果】1）ORNは49例（20.9%）に発症した。累積発症率は 1年5%、3年
15%、5年21% であった。2）ORNの好発部位は下顎臼歯部であった。3）
ORNの発症と有意に関連する因子として、RT時の根尖病巣、重度歯周病、
RT後の抜歯が挙げられた。4）無歯顎者26例ではORNの発症は1例もみら
れなかったが、統計学的に有意ではなかった。5）実際にORNを生じた49例
では、根尖病巣、重度歯周病、RT後の抜歯と並んで、RT後に新たに生じ急
速に進展する放射線性う蝕が発症契機となっている場合が少なくなかった。
【考察】ORNのリスク因子としては以前報告したようにRT時の感染源にな
る歯の存在、RT後の抜歯、放射線性う蝕が挙げられ、RT前だけではなく
RT終了後の口腔管理が重要であると思われた。また、治療時期別にみると、
2014年以前の症例に比べて今回 update した2015年～2017年の症例のほうが
ORN発症率が高くなっていた。その理由についても考察する予定である。
【結論】ORN発症リスク因子として感染源になる歯の存在、RT後の抜歯、
放射線性う蝕が挙げられた。RT前の積極的な抜歯も含めた口腔管理だけで
はなく、RT後の口腔管理が特に重要であると思われた。

略　歴

1995 年　
大阪大学歯学部卒業

1995 年　
増田歯科勤務

1996 年　
京都大学医学部附属病院 歯科
口腔外科入職 

1997 年　
京都第一赤十字病院 歯科口腔
外科入職

2005 年　
宇治武田病院 歯科口腔外科入
職 （医長）

2007 年　
枚方公済病院 口腔外科入職 

（医長）
2013 年　

関西医科大学附属枚方病院 
耳鼻咽喉科 歯科・口腔外科 講
師
 現在に至る
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シンポジウム3

有望な放射線治療とは？

1 月 24 日木 17：00～18：15 A会場（2F 大ホール）

座長：佐々木 良平（神戸大学医学部附属病院　放射線腫瘍科）

放射線治療は100年以上の歴史を持ち、口腔悪性腫瘍に対しても有効な治療手段である。

近年では様々なモダリティーによる新たな展開も期待できるが、その適応の選択にはそれ

ぞれに慎重な判断基準がある。今回のシンポジウムでは、小線源治療、粒子線治療、ホウ

素中性子捕捉療法、そして IMRT に関して、第一線で活躍するがん治療医の先生方にそれ

ぞれの治療手段の最先端の知見をご紹介して頂き、多種多様な口腔悪性腫瘍に対して如何

に有望な放射線治療を適応させていくか、治療戦略を検討する。
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シンポジウム3 1月24日木 17：00～18：15

S3-1	 頭頸部・口腔悪性腫瘍に対する強度変調放射線治療
（IMRT）

○佐々木 良平
神戸大学医学部附属病院　放射線腫瘍科　教授

抄録： 放射線治療は、口腔悪性腫瘍に対しても有効な治療手段であり、外
部放射線治療の主流は、これまでの3次元外部放射線治療と呼ばれる通常の
手法から強度変調放射線治療（IMRT）へと変遷しつつある。IMRTでは腫
瘍への線量集中性を向上させ、近接臓器への線量を減量させることによって、
高エネルギー外部X線照射の治療効果比を上昇させることが実現できる。一
方で、IMRTではそれを可能にする放射線治療装置だけで無く、治療計画毎
の検証作業や治療の開始準備には、医学物理士を含めた多くのマンパワーも
必要とし、いわゆる手間暇がかかる慎重な根治的な治療とも言える。今回は
頭頸部・口腔悪性腫瘍に対してのIMRTのオーバービューと考慮すべき観点
を概説する。

略　歴

1993 年 3 月 31 日　
神戸大学医学部卒業

1993 年 6 月 1 日
神戸大学医学部附属病院 医員

（研修医）
1994 年 4 月 1 日

天理よろづ相談所病院 放射線
科

2001 年 3 月 31 日
神戸大学大学院医学研究科博士
課程内科学系修了 博士（医学）

2002 年 3 月 1 日
米国テキサス大学MDアンダー
ソンがんセンター留学

2004 年 3 月 1 日
神戸大学大学院 医学系研究科 
講師

2007 年 1 月 1 日
神戸大学大学院 医学系研究科 
特命助教授

2012 年 11 月 1 日
神戸大学医学部附属病院 特命
教授

2018 年 2 月 1 日
神戸大学医学部附属病院 教授

認定医等

1998 年 9 月 1 日
日本医学放射線学会専門医（治
療）

2000 年 9 月 1 日
日本放射線腫瘍学会認定医

受賞歴

1998 年　
日本放射線腫瘍学会会長賞

2012 年　
日本医学放射線学会 優秀論文
賞

2014 年　
日本農芸化学会 2014 年度大会
トピックス賞

2014 年　
日本医学放射線学会 CyPos 賞 
プラチナメダル
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シンポジウム3 1月24日木 17：00～18：15

S3-2	 低線量率小線源治療（組織内照射）について

○吉村 亮一
東京医科歯科大学　腫瘍放射線治療学分野

1898年の Curie 夫妻によるラジウムの発見に端を発し、低線量率密封線源
を病巣に埋め込む組織内照射、あるいは近接させるモールド治療は口腔癌に
おいて治療効果と安全性の確立した治療方法の一つである。しかし近年、術
者の被曝、専用病室の保有、さらに線源供給の不安定さによって施行する施
設は減少している。さらに、線状の線源を舌に4-5日間挿入しておくという
ことへの恐怖は舌が切られることに勝ると感じる患者も増えている印象で、
この治療を希望する患者も年々減少している。従来、早期癌を対象にしてき
た小線源治療だが、部分切除術で治療が完遂する病変であれば、あえて手術
以外の方法を勧める外科医は稀かもしれない。患者および家族、さらに一般
の方々の大半も、重篤な合併症など手術に対するリスクを抱えていない限り
は手術を考えるだろう。しかし、切除することによって顕著な機能障害が生
じ、それが生活の困難さに結びつくと予想される場合には違ってくるのでは
なかろうか。まずは切らない方法をトライしたいという意見があってもおか
しくはない。今まで低線量率小線源治療の良い適応とはしてこなかった、厚
みのある口腔癌症例においても小線源治療を可能とすべく、薬物療法との併
用、そして病巣内の線量分布を理想に近づけるための線源配置と線源挿入技
術の改良は私達に差し迫った重要なテーマだと考える。当然、これには口腔
外科医、頭頸部外科医の後ろ盾が必要であるが。

略　歴

1995 年　
東京医科歯科大学医学部医学科
卒業
東京医科歯科大学医学部附属病
院放射線科研修医

2007 年　
国立がんセンター中央病院放射
線治療部医員

2009 年　
東京医科歯科大学腫瘍放射線医
学分野 助教

2012 年　
昭和大学医学部放射線医学講座 
講師

2013 年　
昭和大学医学部放射線医学講座 
准教授

2014 年　
東京医科歯科大学腫瘍放射線治
療学分野 教授

資　格

医学博士
放射線治療専門医
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シンポジウム3 1月24日木 17：00～18：15

S3-3	 口腔悪性腫瘍に対する粒子線治療（陽子線・重粒子線）

○出水 祐介
兵庫県立神戸陽子線センター　放射線治療科

粒子線治療とは放射線治療の一種であるが、通常の放射線治療で使用する
ビームはX線であるのに対し、粒子線治療は陽子線や炭素イオン線といった
全く性質の異なるビームを使用する。尚、炭素イオン線は単に炭素線とも呼
ばれ、臨床現場で用いられる重粒子線と同義である。X線やガンマ線は光子
線と呼ばれる光の波で電荷や質量を持たないが、荷電粒子線である陽子線や
炭素イオン線は電荷や質量を持つ。光子線は体表近くで線量が最大になり、
深部に行くに従って減衰していくのに対し、粒子線は体表近くでは比較的低
線量であるが、深部で停止する直前に最大のエネルギーを放出する（ブラッ
グピークと呼ばれる）という物理特性を持つ。このブラッグピークを腫瘍の
位置・サイズに合わせて拡大すると（拡大ブラッグピーク）、周囲の正常組
織への線量は低く保ったまま、腫瘍へ高線量を照射することができる。また、
炭素イオン線は電離密度が高く、DNA二重鎖切断をより引き起こしやすい
ため、X線抵抗性腫瘍にも効果が期待できるとされる。頭頸部領域における
粒子線治療は主として悪性黒色腫、腺様嚢胞癌、嗅神経芽細胞腫、腺癌、粘
表皮癌、肉腫といったX線抵抗性腫瘍に対して行われ、良好な治療成績を上
げてきた。その実績が認められ、2018年4月に頭頸部悪性腫瘍（口腔・咽喉
頭の扁平上皮癌を除く）に対する陽子線治療および重粒子線治療が保険収載
された。口腔悪性腫瘍の約90%が扁平上皮癌であるが、残りの約10%のうち
切除非適応の症例は粒子線治療の適応になり得ると考える。口腔における放
射線治療でしばしば問題となる有害事象は口腔粘膜炎・潰瘍および顎骨骨髄
炎・壊死であるが、いずれにおいても粒子線治療の良好な線量集中性は有利
に働く。さらに、患者の状況に応じたスペーサーを作成することで有害事象
を低減することができる。また、まだ保険適応となっていない扁平上皮癌で
あるが、一部の施設では舌癌に対する動注療法併用陽子線治療が行われてお
り、良好な治療成績が報告されている。本発表では、粒子線治療の基本事項
を解説した上で、口腔領域における臨床について実例を交えて紹介したい。
また、粒子線治療における歯科医師の重要性についても述べたい。

略　歴

1998 年　
神戸大学医学部医学科卒業。神
戸大学医学部附属病院放射線科
研修医

1999 年　
兵庫県立成人病センター放射線
科研修医

2000 年　
同上放射線科レジデント

2001 年　
愛仁会高槻病院放射線科医員

2005 年　
神戸大学大学院医学系研究科卒
業。テキサス大学 MD アンダー
ソンがんセンター分子病理学講
座博士研究員

2007 年　
兵庫県立粒子線医療センター放
射線科医長

2010 年　
同上放射線科医長（科長補佐）

2012 年　
同上医療部長・放射線科長。神
戸大学大学院粒子線医学部門客
員准教授

2013 年　
同上医療部長

2017 年　
兵庫県立粒子線医療センター附
属神戸陽子線センター医療部長

（放射線治療科）

資　格

博士（医学）
日本放射線腫瘍学会・放射線治療専
門医

所属学会

日本放射線腫瘍学会
日本医学放射線学会
日本頭頸部癌学会
日本癌治療学会
日本小児血液がん学会
日本サルコーマ治療研究学会

受賞歴

2012 年
Presidential Award for 
Outstanding Oral 
Presentation at the 31st 
Sapporo International 
Cancer Symposium

2013 年
日本放射線腫瘍学会第 26 回学
術大会 優秀教育講演賞
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シンポジウム3 1月24日木 17：00～18：15

S3-4	 再発頭頸部・口腔がんに対するホウ素中性子捕捉療法

○加藤 逸郎1）、藤田 祐生2）、大前 政利3）、岩上 隆紀4）、村田 勲5）、
中澤 光博1）、墨 哲郎2）、岩井 聡一1）、鈴木 実6）、小野 公二7）、
鵜澤 成一1）

1）大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室、2）市立豊中病院　歯科口腔外科、
3）りんくう総合医療センター　歯科口腔外科、4）阪南市民病院　歯科口腔外科、
5）大阪大学　大学院工学研究科環境エネルギー、
6）京都大学　複合原子力科学研究所　粒子線腫瘍学研究センター、
7）大阪医科大学　関西 BNCT 共同医療センター

【緒言】重複がんが多く、機能温存性と審美的性が重視される頭頸部がんに
は、腫瘍細胞特異的な殺細胞効果を示すホウ素中性子捕捉療法（BNCT）が
適すると考え、我々は2001年より世界に先駆けて、京都大学原子炉実験所と
共同で頭頸部がん患者に対して BNCTを実施してきた。それ以来、国内外
で200例近い頭頸部がん症例に対して BNCTが行われている。【対象】2001
年12月～2014年5月までに再発頭頸部がん患者で他に治療法がない45例に対
し、京大炉 :KUR（熊取町）および日本原子力研究開発機構 :JRR4号炉（東
海村）において合計62回の BNCTを実施してきた。【結果】長期間の解析結
果では、2018年9月現在の時点で、治療後の生存期間は1-138ヶ月であり、5
年生存率は30％である。腫瘍奏効度は CR:23 例（51%）、PR:13例（29%）、
SD3例（7%）、PD:5例（11%）、NE:1例（2%）で、臨床的奏効率は87%で
あった。治療法のない再発頭頸部がん患者に対してBNCTを実施し、3人に
1人は、5年間以上生存している。またBNCTには機能温存、審美性の維持
など他の治療法と比較しても利点は多い。【結論】BNCTは、治療法のない
再発頭頸部がんに対し、生存、QOL改善、機能温存にも寄与する極めて有
望な治療法である。【展望】現在、京都大学原子炉実験所および南東北病院
においては、頭頸部がんにおける加速器BNCTの治験（Phase II）が行われ
ている。我々大阪大学では医歯薬工で連携して、次世代型の中性子発生装置
（液体Li ターゲット）-静電型加速器システム及び新規ホウ素化合物開発を柱
とする次世代型細胞選択的粒子線治療（CSePT）のプロジェクトを今年から
開始した。

略　歴

1985 年　
大阪大学歯学部卒業

1989 年　
大阪大学大学院歯学博士課程修
了

1990 年　
テキサス大サンアントニオ校

（米国）医学部内分泌代謝部門
研究員 (Postdoctoral fellow)

1999 年　
大阪大学助手（歯学部附属病院 
口腔外科２）

2003 年　
大阪大学助手（大学院歯学研究
科 )

2007 年　
大阪大学助教（大学院歯学研究
科 )

2016 年　
大阪大学ベンチャー 株式会社
UNITED NEUTRON 取締役

（兼任）

資　格

歯科医師
歯学博士
日本口腔外科学会専門医
日本中性子捕捉療法認定医

受賞歴

1991 年　
Young Investigator 
Awardee of American 
Society for Bone and 
Mineral Research

2007 年　
第 25 回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会 優秀ポスター賞

2011 年　
第 29 回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会 優秀ポスター賞

2011 年　
第 49 回日本癌治療学会総会・学
術集会 優秀ポスター賞

2013 年　
大阪大学歯学部附属病院『診療
分野』病院長賞

2013 年　
第 58 回日本口腔外科学会総会・
学術大会 優秀口演賞
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シンポジウム4

予防的頸部郭清術はどのような 
症例で有用か？

1 月 25 日金 9：00～10：00 Ａ会場（2Ｆ 大ホール）

座長：道 泰之（東京医科歯科大学 顎口腔外科学分野）　　　　　　　　　　　　　　　　 

比地岡 浩志（鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面疾患制御学分野）

口腔がん T1-2N0症例に対する予防的頸部郭清術の有用性について、様々な議論が行わ

れてきたが未だに統一された見解は得られていない。2015年のインドからの報告は衝撃

を与えたが、N0の診断精度や経過観察等に問題を抱えた報告とされ、国内で積極的に予

防的頸部郭清術を採用している施設は少ない。

一方で NCCN ガイドライン2018には、T1-2N0症例に対する標準治療として、原発

巣の深達度に応じた予防的頸部郭清術とセンチネルリンパ節生検が選択肢として明記され

ている。また、先般改訂となった UICC TNM 分類において腫瘍の深達度が Stage に関わ

る分類に変更された事も記憶に新しい。

このような時代背景、国際的潮流の中、われわれもこれまで各施設で独自に行ってきた

頸部転移に対する対応を評価し、可能な限り統一された戦略を構築する必要がある。

以上の趣旨のもと、本シンポジウムでは舌がん T1-2N0症例を対象に議論を進める。は

じめに、wait & see policy について吉田遼司先生に後発転移予測因子を含めてご報告い

ただく。続いて、大鶴光信先生に予防的頸部郭清術群と経過観察群を比較した多施設共同

後ろ向き試験の結果と舌がん深達度についてご報告いただく。最後に、合田啓之先生より

センチネルリンパ節生検の有用性と問題点についてご報告いただく予定である。

本シンポジウムが本邦における予防的頸部郭清術に対する医学的コンセンサスを得る端

緒になればと願うものである。
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シンポジウム4 1月25日金 9：00～10：00

S4-1	 予防的頸部郭清術はどのような症例で有用か？ 	
= Wait-and-See の観点から =

○吉田 遼司1）、坂田 純基1）、山名 啓介1）、中嶋 光1）、有田 英生1）、
川口 翔1）、郷原 俊輔1）、永尾 優果1）、川原 健太1）、廣末 晃之1）、
福間 大喜1）、尾木 秀直1）、平木 昭光2）、篠原 正徳3）、中山 秀樹1）

1）熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門　感覚・運動医学講座　歯科口腔外 
科学分野、2）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野、3）医療法人伊東 
会　伊東歯科口腔病院

口腔癌 N0症例の頸部リンパ節に対する治療態度には、予防的頸部郭清
（END）と治療的頸部郭清（TND）がある。2015年に D’cruz らが T1-2N0口
腔癌を対象としたランダム化比較試験の結果をNEJMに発表し、ENDの有
効性が証明された。しかし、ENDは約70%の症例が不要な手術を受ける可
能性があり、術後合併症によるQOL 低下の点から実施には慎重を要する。
当科では、口腔癌N0症例に対し、再建上の理由を除いて頸部郭清術を行っ
ておらず、いわゆるWait-and-See policyを採用している。そこで今回われわ
れは、当科における舌癌cT1-2N0症例の後発転移の頻度や治療成績を評価し、
後発転移予測因子についても検討を行ったので報告する。対象は2000年から
2013年までに当科で加療したcT1-2N0舌扁平上皮癌一次症例156例であり、術
前診断には触診、頸部US、CT、MRI、PETなどを用いた。解析の結果、後
発転移を27例（17.3%）に認め、発現時期の中央値は6か月で、21例（77.8%）
が12か月以内であった。転移様相について、TNDを施行した23例中15例
（65.2%）で複数個の転移を認め、被膜外進展を9例（39.1%）に認めた。転移
の最遠位 Level は III までが21例（91.3%）で、IV、Vへの転移は2例（8.7%）
のみであった。TNDは後発転移27例中23例（85.2%）で可能で、TND後に
頸部再発した3例を除く20例（87.0%）で頸部制御は可能であった。対象症例
全体の5年全生存率は88.1%で、後発転移なし群は94.8%、後発転移あり群は
58.1%であり、後発転移あり群は有意に予後不良であった（p ＜ 0.01）。後発
転移あり群の予後不良11例の内訳はTND不能3例を含む頸部死5例（18.5%）
遠隔死6例（22.2%）であった。一方、舌癌T2症例の後発転移に関連する特
徴として、大多数の患者に病理学的DOI（pDOI） ≧ 3.3mm、WPOI = 4,  5、
腫瘍の蔟出（TB） ≧ 4個のいずれかの所見が認められた。本検討より、当科
における舌癌 cT1-2N0症例にみられる潜在的リンパ節転移の頻度は20%未満
であるが、後発転移を生じると患者予後が大きく低下することが明らかと
なった。また、舌癌 cT1-2N0症例に対して原発巣切除のみを施行した際に
pDOI ≧ 3.3mm、WPOI = 4,  5、腫瘍の蔟出（TB） ≧ 4個のいずれかの所見
を認める場合には、特に厳重な経過観察を行う必要があることが示唆された。
今後は、術前の段階において後発転移の予測に有用な因子を探索することが
重要であると思われた。

略　歴

2006 年 3 月
広島大学歯学部 卒業

2006 年 4 月
熊本大学医学部附属病院歯科口
腔外科 研修医

2007 年 4 月
同上 後期研修医

2008 年 4 月
熊本大学大学院医学教育部博士
課程 入学

2012 年 3 月
熊本大学大学院医学教育部博士
課程 修了（医学博士）

2012 年 4 月
熊本大学医学部附属病院歯科口
腔外科 医員

2014 年 6 月
独立行政法人地域医療機能推進
機構天草中央総合病院歯科口腔
外科

2015 年 7 月
熊本大学医学部附属病院歯科口
腔外科 医員

2015 年 10 月
熊本大学大学院生命科学研究部
歯科口腔外科学分野 助教

2016 年 4 月
熊本大学大学院生命科学研究部
歯科口腔外科学分野 講師

2017 年 11 月
熊本大学大学院生命科学研究部
歯科口腔外科学分野 准教授
現在に至る

資　格

医学博士
歯科医師臨床研修指導歯科医
特定非営利活動法人日本口腔科学
会認定医

（公社）公益社団法人日本口腔外科
学会認定専門医
日本がん治療認定医機構がん治療
認定医（歯科口腔外科）

受賞歴

2013 年
第 58 回（公社）日本口腔外科学
会総会・学術大会 ゴールドリボ
ン賞
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S4-2	 T1-2N0M0舌癌に対し予防的頸部郭清術は必要か？

○大鶴 光信1,2）

1）東海大学医学部大磯病院口腔外科、2）東海大学医学部外科学系口腔外科

【目的】我々はT1-2N0M0舌扁平上皮癌患者に対し予防的頸部郭清術を行う
べきかを確かめるために多施設共同後ろ向き試験をおこなった。【症例と方
法】1．参加14施設において2000年1 月から2012年12月に治療された T1-
2N0M0舌扁平上皮癌患者を対象とした。傾向スコア法でマッチングした
elective neck dissection 群 （END）と observasion 群（OBS）について over-
all survaival （OS） , disease-specific survaival （DSS）を比較した。2．1996
年1月から2006年12月の間に東海大学医学部口腔外科においてで手術を行っ
たT1-2N0M0舌扁平上皮癌患者においてWeiss ら、大倉らの方法に従って決
定樹解析を行いENDの有用性を検討した。【結果】1．登録された1234例の
OS は END 群85.5%，OBS 群90.2％（P=0.18）であった。DSS は END 群
87.0％，OBS 群94.3%（P=0.02）であった。マッチングした202症例のOSは 
は END群87.1%，OBS 群76.2％（P＜0.01）であったDSS は END群89.2％，
OBS群82.2%（P=0.03）であった。また、多変量解析にて年齢，tumor depth
の因子で ENDの有無と有意なインターアクションが認められた。2．決定
樹解析では当科における T1-2N0M0舌扁平上皮癌（162例）の Treatment 
threshold（Rx）は30.8% であった。occult metastasis は21.6％であり、Rxは
これを上回っておりT1-2N0M0舌扁平上皮癌にENDは推奨されない結果で
あった。一方、対象を tumor depth が4mm以上の症例（75例）に限定する
とRxは15.2%となった occult metastasis は28.0%であり、Rxはこれを下回
り、ENDは一転、推奨されるという結果を示した。【考察】本試験の結果T1-
2N0M0舌癌に対してENDを行うことは有用であった。ただ、tumor depth
が従来からリンパ節転移が多いとされる 4-5mm以上で行うべきであり、若
年者や高齢者においてENDの適応は慎重に判断するべきであると考えられ
た。

略　歴

1999 年 3 月
東京歯科大学歯学部卒業

1999 年 4 月
東海大学医学部口腔外科臨床研
修医

2001 年 4 月
東海大学医学部口腔外科臨床助
手

2004 年 4 月
東海大学医学部口腔外科助教

2010 年 4 月
東海大学医学部口腔外科講師

2017 年 4 月
東海大学医学部口腔外科准教授
東海大学医学部大磯病院口腔外
科

資　格

歯学博士
日本口腔外科学会認定「口腔外科専
門医・指導医」
日本口腔腫瘍学会認定「口腔がん専
門医」
日本がん治療認定医機構「がん治療
認定医（歯科口腔外科）」

受賞歴

2013 年
日本口腔腫瘍学会 学会賞

2016 年
日本癌治療学会 優秀演題賞

シンポジウム4 1月25日金 9：00～10：00
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シンポジウム4 1月25日金 9：00～10：00

S4-3	 口腔癌	N0	症例の治療戦略について（センチネルリンパ
節生検症例から考える予防的頸部郭清術と今後の課題）

○合田 啓之、中城 公一
愛媛大学　大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座

口腔癌の特性上、頸部リンパ節転移の有無は最も重要な予後因子である。
cN0症例における潜在転移率は約20-30%であり、治療方針としての経過観察、
予防的頸部郭清術に関する議論は幾度となく繰り返されてきた。2016年
D’cruz らが NEJMにランダム化比較試験の結果を報告し、予防的頸部郭清
術の有意性を報告したが、潜在転移率の高さ、救済率の低さにより本邦で受
け入れられている印象はない。現在、日本臨床腫瘍研究グループ内の頭頸部
がんグループが行っている、JCOG1601試験「Stage1/2舌癌に対する予防的
頸部郭清術省略の意義を検証するランダム化比較試験」や、「頭頸部センチ
ネルリンパ節生検多施設共同研究」の試験結果が待たれているのが現状であ
る。本シンポジウムの論点である、予防的頸部郭清術が推奨されているのは、
現状NCCNガイドラインでの4mm以上の腫瘍深達度であろう。われわれの
施設では、早期癌に対しては主にセンチネルリンパ節生検を行っており、早
期癌に対する基本的な治療方針となっている。そこで、当施設での cN0の診
断基準、転移診断精度、後発転移率、頸部再発率および救済率を提示すると
ともに、センチネルリンパ節生検症例の同定部位、転移陽性レベル等から予
防的頸部郭清術の適否について検討を行った。症例は2001年から2016年まで
の135症例とした。同定側は、患側のみに認められた症例は85.1%、健側のみ
は5.8%、両側に認められた症例は9.1%であり、健側に転移リンパ節が認めら
れた症例は2症例であった。感度、特異度、正診率、陽性的中率および陰性
的中率はそれぞれ62.9%、100%、90.4%、100%、88.5% であった。原病死は
センチネルリンパ節転移陽性症例で7例、後発リンパ節転移症例で3例であっ
た。発表では、舌早期癌症例について詳細に述べる。stage1-2の生存率が90%
程度であることを考慮すると、今後、有意差をもって特定の治療法の有用性
を示すには、少なくとも大規模なn数が必要とされ、より低侵襲な治療が推
奨されることは想像に難くない。すなわち、今後必要とされるのは、10%の
患者の救済であり、そのような観点からも今後の cN0の治療方針についても
考察を行った。

略　歴

2004 年
九州歯科大学歯学部卒業

2004 年
愛媛大学医学部附属病院研修医

2009 年
愛媛大学医学部附属病院医員

2010 年
同上 助教

2015 年
同上 特任講師

2017 年
同上 講師

資　格

医学博士
日本口腔外科学会認定口腔外科専
門医・指導医
日本がん治療認定医機構・がん治療
認定医
抗菌化学療法認定歯科医師
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シンポジウム5

口腔がんの理想的な再建手術とは？

1 月 25 日金 11：10～12：10 A会場（2F 大ホール）

座長：寺尾 保信（がん・感染症センター 都立駒込病院 形成再建外科）　　 

大山 厳雄（地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 口腔外科）　

近年、口腔がんの再建に血管柄付き遊離皮弁が盛んに用いられるようになり、術後の機

能は飛躍的に向上しています。しかし、広範囲にわたる舌、下顎、上顎の欠損に対する再

建に対しては、術者側からも、患者側からも満足できる再建には至っておりません。そこ

で今回は臨床の最前線でご活躍されている若手の先生方に、理想の再建とは何か？課題は

何か？また QOL から考える患者にとっての理想の再建は？を議論するために、本シンポ

ジウムを企画いたしました。

1．下顎の広範囲欠損の再建に対しては大分赤十字病院歯科口腔外科の平井英治先生、

2．  舌の亜全摘の再建に対しては国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センターの伏見千

宙先生、

3．上顎の再建に対しては東京慈恵医科大学形成外科の牧野 陽二郎先生、

4．  口腔がん治療における QOL について東海大学医学部外科学系口腔外科学の佐々木剛史

先生

にご講演を依頼しております。

各領域での再建の現状、諸先輩方でも解決できなかった課題、それらを踏まえた理想の

再建、そのための解決法など少しでも解き明かせればと考えております。若い先生方を中

心に活発な討論をお願いできれば幸いです。
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シンポジウム5 1月25日金 11：10～12：10

S5-1	 広範囲な下顎区域切除に対する理想的な下顎再建とは？

○平井 英治1）、去川 俊二2）、山本 晃三1）、西川 健1）、藤井 誠子1）

1）大分赤十字病院　歯科 ･ 口腔外科、2）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科

大分赤十字病院は340床の地方の市中病院で，2011年8月から遊離皮弁によ
る再建を導入し，腓骨皮弁を軸に下顎の再建を行っている．下顎区域切除後
再建の目的は整容性と咀嚼機能の温存であり，咀嚼機能には残存歯による咬
合状態がその結果に大きく影響していると考えられる．今回、機能的な広範
囲欠損を残存歯の咬合の有無に着目して，自験例を検討した．
【対象と結果】2011年8月から2018年8月までの7年間に当院で下顎区域切除
後の、再建を施行した症例は24例で，腓骨皮弁が23例，大胸筋皮弁が1例で
あった．切除範囲は、骨体部の切除が21例、下顎頭も含んだ切除が 3例で，
全例可動部舌は2/3以上残存した．
術後の咬合状態は、残存歯による咬合が残存した症例が15例，喪失した症

例が9例であった．咬合が残存した症例は欠損範囲に関わらず，全例普通食
が摂取可能であったが，咬合を喪失した症例では 9例中3例は補綴により普
通食の摂取が可能となったが、6例は軟食の摂取となった．
【考察】術後の咀嚼機能は，下顎の切除範囲よりも，残存歯の咬合，舌の切
除範囲が大きく影響し，舌の切除範囲が1/3以下の欠損であれば、咀嚼への
影響はないと考えられる．今回の症例では，咀嚼に影響するような舌の切除
症例はなく，残存歯の咬合が術後の咀嚼に影響していた．広範囲な下顎区域
切除症例の中でも，下顎頭が切除される症例は切除範囲は大きいものの，残
存歯の咬合が温存される症例が多いため，術後の咀嚼機能への影響は少なく，
自験例でも全例普通食の摂取が可能であった．逆に広範囲な前方欠損症例で
は、残存歯の咬合が喪失し，咀嚼機能の低下する症例が多い．切除範囲の大
きさに関わらず，咬合を喪失する機能的な広範囲欠損の症例では咀嚼機能が
低下するため、補綴による咬合の回復が重要である．自験例では，咬合を喪
失した9例中，回復できた症例は，Vascularized boneで再建を行い，インプ
ラントによる補綴が行えた3例のみで，現状では1/3の症例でしか咬合の回
復が行えていないが，改善の可能性はあると考えている．
口腔外科では下顎の再建を扱う機会が多く，機能的な広範囲欠損の症例も

少なくない．補綴可能な下顎再建を目指すために，Vascularized bone によ
る再建を行うことは有用だと考えている．

略　歴

2002 年　
徳島大学歯学部卒業

2002 年　
大分赤十字病院 歯科･口腔外科

資　格

日本口腔外科学会専門医 ･ 指導医
日本がん治療認定医機構がん治療
認定医（歯科口腔外科）
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シンポジウム5 1月25日金 11：10～12：10

S5-2	 舌亜全摘に対する理想的な切除と再建の考え方とは

○伏見 千宙
国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター

はじめに 頭頸部癌診療ガイドライン・形成外科診療ガイドラインにおい
て「舌亜全摘以上の喉頭温存例において、隆起型の舌の再建は術後の嚥下お
よび構音機能に有効である グレードB」とされている。舌亜全摘以上では、
残存舌の機能はほぼ全廃しており舌全摘のように再建舌の機能に期待するこ
とが基本となる。再建のポイントとしては、①隆起型②喉頭挙上③輪状咽頭
筋切除の3つとされる。①隆起型は既報告よりさまざまな方法があり、やり
やすい方法をまねるのが良いと考える。②喉頭挙上は、健側の舌骨上筋群が
切除された場合、手術前後に放射線治療、高齢者で行うことが一般的である。
③輪状咽頭筋切除は、中咽頭レベルの咽頭圧形成不全例に行われるが、やら
れていない施設が多いようである。しかし欠損を再建するのには limitation
があり、同じようにやってもうまくいかない症例があり再建方法だけで議論
するのは限界があると考える。
方法 当院では切除・再建を当センター内で施行しており、再建の工夫に
加えて、術後の嚥下および構音機能を向上させるため、切除の工夫をおこ
なっている。具体的には、舌中隔を腫瘍が越えない亜全摘症例では、健側の
オトガイ舌骨筋および顎二腹筋・舌動脈の温存である。舌動脈を温存するこ
とで舌尖を温存しても壊死することなく構音機能に役立てられると考える。
これにより、再建組織量も中等度としいわゆる半隆起型で再建し、亜全摘症
例ではあるが積極的に舌尖を作成している。また、オトガイ舌骨筋を温存す
ることで皮弁の下垂予防や、咽頭収縮筋・口蓋舌筋と皮弁を縫縮しておくこ
とで、皮弁自体にも動きがでると考えている。喉頭挙上は、術直後の嚥下機
能に寄与すると考え舌亜全摘症例では全例施行している。また、「ききのど」
にもよるが、基本的には患側方向に拳上するようにしている。輪状咽頭筋切
除は、術直後～中長期的な嚥下の改善に寄与すると考え、術前のVFで咽頭
残留が多い場合や、術後照射の可能性の高い高齢者では行うようにしている。
ビデオ これらの術式を、ビデオを用いて供覧させていただきたいと思い

ます。ビデオはダウンロードして見ていただけるよう、スライドの最後にア
ドレスを載せさせていただく予定です。

略　歴

昭和 51 年 2 月 15 日生まれ 新潟県
新発田市出身
平成 13 年　

日本大学歯学部卒業
平成 13 年　

帝京大学医学部歯科口腔外科研
修医

平成 15 年　
国立がんセンター東病院 頭頸
科

平成 17 年　
癌研有明病院 頭頸科

平成 19 年　
国際医療福祉大学三田病院 頭
頸部腫瘍センター 医員

平成 25 年　
千葉徳洲会病院 頭頸部外科 非
常勤 兼担

平成 28 年　
国際医療福祉大学三田病院 頭
頸部腫瘍センター 講師

主な所属学会

日本口腔腫瘍学会、日本癌治療学
会、日本臨床腫瘍学会、日本頭頸部
癌学会、日本頭頸部外科学会、日本
口腔外科学会、日本口腔科学会、日
本口腔咽頭科学会、日本口腔診断学
会、日本歯科放射線学会、日本マイ
クロサージャリー学会

資　格

歯学博士
日本口腔腫瘍学会評議員 口腔癌取
扱い規約ワーキンググループ員
頭頸部癌学会代議員
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シンポジウム5 1月25日金 11：10～12：10

S5-3	 理想的な上顎再建とは？

○牧野 陽二郎、石田 勝大、兒玉 浩希、岸 慶太
東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

【緒言】上顎再建は function と cosmetic を両面を長期的に維持可能な再建法
が求められるが、未だに確立された再建法はなく、いわゆるチャレンジの段
階である。安定した再建法の確立には多方面からのアプローチが必要で、口
腔外科、形成外科、補綴科など様々な科が協力し、各プロフェッショナルが
意見を言い合える環境が必要である。当院では以前、上顎切除後に皮弁によ
る軟部組織だけで再建していたが、拘縮、重力などによる整容的、機能的問
題点が多いため、現在では積極的に骨再建を施行している。今回は骨再建の
現状と成績を検討し、問題点を明らかにする。【対象】2009年1月から2018年
3月までに当施設で上顎再建を行った症例は67例で（眼球摘出例は除く）、平
均62.3歳、男性43例、女性24例であった。【結果】血管柄付き骨再建は46例
で、腓骨皮弁40例、肩甲骨皮弁4例、前腕皮弁2例（橈骨付き）であった。再
建法に関しては、症例毎に再建すべきbuttress を検討し配置している。眼窩
底はチタンメッシュを用いて再建することが多く、皮弁を用いて口腔、鼻腔
閉鎖を基本にして、一期手術で可能な限り軟部組織充填も行なっている。顎
補綴は後治療（放射線治療）ののち3ヶ月で作成し、可能であればインプラ
ント治療に移る。腓骨皮弁単独では軟部組織充填が不足した症例が多く、結
果的に皮弁を追加した症例が多い。整容的、機能的満足度は様々で、現状と
して術後成績の結果は一致していないが、2皮弁移植は整容的な満足度が高
い症例が多かった。【考察】一期的に頬骨隆起、口腔、鼻腔の再現、buttress
再建、顎堤形成を行い、前述の如く2皮弁移植により硬性再建と軟部組織再
建を同時に行うことで、整容性・機能性に優れた上顎再建に挑戦している。
しかしこの方法は手術の難易度が高く、安全性にやや欠ける。よって二期再
建をセットにした上顎再建を選択する方が、術後合併症を少なくする可能性
もある。しかし一期再建をどのように施行すれば、拘縮や重力の問題がなく
なり、二期再建をより簡便に行えるかは未だ模索中である。現在の一期再建
に必要な骨再建部位、コンセプト、そしてファイナルゴールをどこに設定す
べきかに関して報告する。

略　歴

2006 年
東京慈恵会医科大学医学部卒業

2008 年
東京慈恵会医科大学 形成外科
学講座 医員

2017 年
東京慈恵会医科大学附属柏病院 
診療部長

資　格

日本形成外科学会専門医

受賞歴

2013 年
日本頭頸部癌学会優秀論文賞
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シンポジウム5 1月25日金 11：10～12：10

S5-4	 口腔がん再建患者の周術期QOLについて

○佐々木 剛史、青木 隆幸、傳田 祐也、青山 謙一、長谷川 大悟、
瀬田 祥平、大澤 侑子、太田 嘉英、金子 明寛
東海大学　医学部　外科学系口腔外科

【緒言】文化が成熟してきた日本において健康概念はパラダイムシフトし、患
者の自律性を尊重した治療が望まれている。治療のアウトカムも医療者の視
点に基づいた画一的な治療成績（生存期間、奏効率、腫瘍縮小率など）から
個別に多様化してきた。そのため、新たな治療指標としてQOL（Quality of 
Life）や医療経済学的評価が加えられるようになった。しかし、本邦では口
腔がん患者におけるQOLを明らかにした研究は少ない。口腔がん治療の主
体は外科的治療である。特に再建手術を要する進展症例においては、治療後
に咀嚼嚥下や構音などの機能障害だけでなく、顔貌の変形をきたし社会復帰
が困難な症例も散見される。そこで本研究では、周術期口腔がん患者におけ
るQOLを再建症例に焦点をあて検討を行った。【対象・方法】2015年7月か
ら東海大学医学部付属病院口腔外科にて根治的治療を行った口腔がん患者を
対象とした。日本語版 FACT H&N ver.4を用いて術前、退院時、退院1か
月、3か月後に評価した。得られたトータルスコアと、構成する各サブスケー
ルの経時的変化を遊離皮弁再建の有無により比較検討した。また遊離皮弁再
建患者における身体症状、頭頸部特異的症状のアイテムと、年齢、性別、原
発部位、stage、術後補助療法の有無、原発巣切除範囲、術式との関係を検
討した。【結果】遊離皮弁再建患者は、非再建患者と比較して、身体症状、精
神状態、活動状況、頭頸部特異的症状のいずれも有意に低下していた。社会・
家族との関係は、両群に有意差はなかった。遊離皮弁再建群に限った検討で
は、stage4B と、下顎骨の連続性が離断され軟組織再建のみ施行された患者
のQOLは有意に低下していた。【結論】口腔がん再建患者のQOLにおける
エビデンスを明らかにし、臨床に反映させていきたい。

略　歴

2001 年
東北大学歯学部卒業

2001 年
東海大学医学部付属病院 研修
医

2003 年
東海大学医学部付属病院口腔外
科 臨床助手

2004 年
いわき市立総合磐城共立病院歯
科口腔外科

2005 年
足利赤十字病院歯科口腔外科

2006 年
東海大学医学部口腔外科 助教

2011 年
静岡医療センター歯科口腔外科

2015 年
東海大学医学部口腔外科 講師

2016 年
国際医療福祉大学三田病院頭頸
部腫瘍センター

2018 年
東海大学医学部口腔外科 講師

資　格

歯学博士
日本口腔外科学会専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療
認定医（歯科口腔外科）
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指定ワークショップ1

外科病理シリーズ　共同研究委員会  
WG2 『表在癌』 

舌表在癌－切除マージンの 
設定を考える－

1 月 25 日金 11：10～12：10 B会場（3F国際会議場）

   座長：柳下 寿郎（日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科） 

山城 正司（NTT 東日本関東病院　歯科口腔外科）  　 

胃や大腸、食道における早期癌、表在がんの治療では内視鏡を用いた切除が主流になり

つつあります。その背景としては、患者の術後の QOL を考慮し、より低侵襲の治療が要

求されるようになったため、診断と治療の術式が確立され、現在は保険収載されるまでに

なっています。口腔に近接する頭頸部領域においても咽頭、喉頭に対し、頭頸部癌取扱い

規約第5版で、食道癌取扱い規約に準じた形で表在癌について定義され、第6版では、「咽

頭、喉頭では癌細胞の浸潤が上皮下層にとどまり、固有筋層に及んでいないものを『表在

癌』と定義し、リンパ節転移の有無は問わない」と明文化され、今後は積極的に表在がん

の診断、治療を実施していくものと考えられます。

口腔癌領域においても、近年、開業歯科医を中心とした口腔がん検診、啓発活動により、

今後口腔表在癌と診断される患者が増加し、その病変の治療の機会が増しているのではな

いかと思います。そうした状況下で、適切な診断、および標準化された術式が定められて

いるわけではなく、各施設の判断に任されて治療が提供されているのが現状かと思います。

本 WS が、口腔表在がんについての診断と治療の術式の確立を目指すための先駆けとな

り、今後、多くの施設で、それらについて検証していただき、最終的には『口腔癌診療ガ

イドライン』に記載され、標準治療の1つとなることを目指していきたいと思います。

そこで、今回の WS では、対象を舌に限定し、口腔上皮性異形成、および口腔上皮内腫

瘍 / 上皮内癌や、癌細胞の浸潤が上皮下結合織にとどまり、舌筋層に達していない症例に

ついて3つの施設でどのような診断、切除範囲の設定（粘膜断端、深部断端）をされている

かをご提示してくださるように御願いしております。

有意義な討論ができるよう、我々も準備してまりますので、多くの会員の先生方のご来

場をお待ちしております。
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指定ワークショップ1 1月25日金 11：10～12：10

SW1-1	 早期舌癌の治療における光学機器を用いた切除範囲の設
定

○柴原 孝彦
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

【緒言】口腔がんは、周囲に上皮異形成を伴うことが多く、field canceraization
と呼ばれる。そのため切除範囲の設定に苦慮することが多い。当科ではこれ
まで、生体染色を用いた切除範囲の設定について報告してきた。生体染色で
は軽度の侵襲があり、ヨードアレルギーの場合や歯肉・口蓋などの角化傾向
が強い扁平上皮では描出が困難である。また染色後、口腔粘膜の微細な色調
の変化を捉え難いという欠点がある。一方、光学機器は青色光を照射し、反
射光を観察する。正常組織では蛍光可視が保持される（FVR）のに対し、上
皮異形成では蛍光可視の低下が起こる（FVL）。この光学機器は、非接触性
であり侵襲を伴わず、繰り返し施行が可能である点が特徴である。当科では、
2010年より光学機器を導入し、さらに、わが国初の新規光学機器の共同開発
を行ってきた。本研究では、光学機器を用いた早期舌癌の手術療法における
有用性について明らかにすることを目的とした。【対象】1982年4月～2016年
3月の期間に当科で手術療法を行った早期舌扁平上皮癌（I・II 期）272例を
対象に、3期（1982-1996年 臨床的病変：前期、1997-2009年 生体染色を併用：
中期、2010-2016年 光学機器を併用：後期）における全生存率・局所制御率
の臨床統計学的検討を行った。切除範囲は、臨床的腫瘍範囲に、光学機器で
のFVL、生体染色による不染域を加味し、さらにマージンを5mmほど設定
した。【結果】導入前後で患者背景に大きな差異は認めなかった。5年全生存
率は、全例で91.6%、前期86.6%、中期92.1%、後期93.9%であった。局所制御
率は全例で91.0%、前期85.0%、中期91.9%、後期97.1%と、後期が有意に良好
であった。ゲフリール（上皮異形成軽度を含む）の陽性率は、前期48.6%、中
期30.4%、後期19.0%と有意に低下していた。切除断端陽性率は、前期で4.5%、
中期・後期では1例も認めなかった。【まとめ】光学機器は、早期舌癌におけ
る手術療法の切除範囲の補助として有用なツールであることが示唆された。

略　歴

現　職
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 主任教
授
学　歴
昭和 54 年 3 月  東京歯科大学卒業
昭和 59 年 10 月   東京歯科大学歯学研究科

歯学博士課程修了（歯学博
士）

職　歴
昭和 54 年 4 月    東京歯科大学特別研究生
昭和 59 年 12 月   東京歯科大学口腔外科学

第一講座助手
昭和 61 年 7 月    国立東京第二病院厚生技

官
平成元年 8 月     東京歯科大学口腔外科学

第一講座講師
平成 5 年 6 月     ドイツ・ハノーバー医科大

学に留学（客員講師）
平成 12 年 6 月    東京歯科大学口腔外科学

第一講座助教授
平成 16 年 8 月    東京歯科大学口腔外科学

第一講座主任教授
平成 17 年 4 月    東京歯科大学口腔外科学

講座 主任教授
平成 22 年 6 月    東京歯科大学千葉病院副

院長（現 千葉歯科医療セ
ンター）

委　員
平成 12 年 1 月    千葉市歯科病診連携委員

会委員（現 委員長）
平成 17 年 7 月    放射線医学科学研究所重

粒子線がん治療臨床研究
班員

平成 19 年 4 月    厚生労働省歯科医師国家
試験委員

平成 21 年 4 月    歯科系 CBT 試験委員
平成 21 年 4 月    科学研究費委員会専門委

員
平成 24 年 11 月   国立がん研究センター医

科歯科連携推進専門委員
免許・資格
昭和 54 年 6 月    歯科医籍登録（第 78193

号）
昭和 62 年 7 月    日本口腔外科学会認定制

度の口腔外科認定医（第
211 号）

           （平成 15 年 11 月より口腔
外科専門医へ名称変更）

平成 7 年 2 月     外国人臨床修練指導歯科
認定医（第 208 号）

平成 7 年 10 月    日本口腔外科学会認定制
度の口腔外科指導医（第
411 号）

平成 19 年 1 月    日本老年歯科医学会老年
歯科専門医（第 78 号）

平成 20 年 12 月   日本顎顔面インプラント
学会指導医（第 48 号）

平成 21 年 7 月    日本がん治療認定機構（暫
定教育医）（第 940026 号）

平成 24 年 12 月   日本有病者歯科医療学会
指導医（第 226 号）

平成 24 年 9 月    日本口腔外科学会常任理
事

平成 25 年 4 月    日本口腔腫瘍学会常任理
事

平成 26 年 5 月    日本小児口腔外科学会理
事

平成 27 年 4 月    日本有病者学会理事
平成 27 年 7 月    日本顎顔面外傷学会理事

その他 日本癌治療学会評議員、頭頸部癌学
会評議員
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指定ワークショップ1 1月25日金 11：10～12：10

SW1-2	 舌表在癌の診断と治療―舌エコーを中心に―

○八木原 一博1）、石井 純一1）、石川 文隆2）

1）埼玉県立がんセンター　口腔外科、2）埼玉県立がんセンター　病理診断科

表在癌は、内視鏡機器の発展に伴って食道癌や咽頭癌で診断や治療が進ん
でいる。一方、口腔表在癌の定義は未だ確定されていない。しかし，舌表在
癌は，食道癌や咽頭癌に準じてリンパ節転移の有無は問わず，癌の浸潤が粘
膜下層にとどまるもの，すなわち病理組織学的にOIN/CIS ならびに SM癌
であると考えている。
食道表在癌における内視鏡治療の適応は、壁深達度のうち扁平上皮層

（EP）、粘膜固有層（LMP）までのものであり、リンパ節転移が極めてまれ
で十分に根治性が得られる（食道癌診療ガイドライン、2017年）。食道の厚
みは3mm前後、食道粘膜表面からLMPまでの深さは200μm未満であり、内
視鏡治療における切除検体の厚みはプレパラート上で1-2mmと菲薄である。
舌表在癌の深部方向への切除は、食道癌とは解剖学的にも構造が異なり、

内視鏡切除主体の食道表在癌と切除法を比較すべきでないが、「表在癌」と
称するからには根治性を担保しつつ浅い切除が望まれる。舌表在癌の臨床診
断は触診にて硬結がなく、術前画像診断で明らかな舌筋内への腫瘍進展がな
いことが要件となる。しかし、CTやMRIは金属補綴物のアーチファクト等
で舌表層の評価が難しいことが少なくない。また、舌は粘膜上皮、粘膜下層、
そして大部分を占める舌筋から舌中隔まで組織構造が変わらず、舌縁表面か
ら舌中隔までの2.5cm弱の幅／深さで、一概に舌部分切除と言っても一様で
ない。
当科では2009年より舌エコーを始め、表在癌についても術中エコーを適応

している。エコー診断の特徴として、実時間表示が可能であること、他の画
像診断に比してアーチファクトが少なく、表在癌の描出に優れていることが
挙げられる。
舌エコーは手術室で初めに表在癌として確認を行い、切除途中にさらに十

分な深部マージンが得られているか確認している。また、当科では舌表在癌
に食道表在癌の肉眼分類を適用して、舌エコーで病変の描出が困難な 0-IIb 
（表面平坦型）以外では、舌筋浸潤がない表在癌として病変の描出が可能で
あり、深部マージンﾝの設定は舌筋表層で、健常粘膜表面から約5mmで切除
を行っている。
口腔腫瘍を治療する施設で広く普及しつつある舌エコー検査を用い、表在

癌に対して低侵襲かつより制御率の高い舌部分切除術の普及を目指して、発
表したい。

略　歴

1991 年
日本大学松戸歯学部卒業
東京医科歯科大学第一口腔外科

（現 顎顔面外科）入局
1992 年

埼玉県立がんセンター口腔外科 
医員

1998 年
東京医科歯科大学第一口腔外科 
医員
東京医科歯科大学 博士（歯学）
学位取得

2000 年
埼玉県立がんセンター麻酔科 
研修

2001 年
埼玉県立がんセンター口腔外科 
医長

2012 年
埼玉県立がんセンター口腔外科 
副部長

2018 年
埼玉県立がんセンター口腔外科 
科長兼部長

資　格

日本口腔腫瘍学会口腔がん専門医、
暫定指導医
日本口腔外科学会専門医、指導医
日本口腔科学会暫定認定医
日本がん治療認定医機構がん治療
認定医
歯学博士

受賞歴

2012 年
日本頭頸部癌学会優秀論文賞

2013 年
日本口腔腫瘍学会賞

2017 年
第 36 回日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会優秀ポスター賞、等
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指定ワークショップ1 1月25日金 11：10～12：10

SW1-3	 表在性舌癌切除における全周術中迅速病理診断

○莇生田 整治1）、宮下 英高1）、相馬 智也1）、宗像 花楠子1,2）、
工藤 葉子1）、中川 種昭1）、河奈 裕正1,3）

1）慶應義塾大学　医学部　歯科・口腔外科学教室 
2）がん・感染症センター都立駒込病院　口腔外科 
3）神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科

【諸言】表在性舌癌の切除において、切除断端の異型上皮陽性や近接は局所
再発や予後不良と密接な関係があるとされており、正確かつ必要十分な切除
を要する。当科では表在性舌癌の舌部分切除に対して、2012年からヨード生
体染色に加えて全周術中迅速病理診断を行っている。そこで本法の診断精度
と有用性について検証した。【対象・方法】対象は、2012年9月から2018年4
月に当科で舌部分切除を行った表在性舌扁平上皮癌（T1-2、N0、深達度SM
まで）と上皮内癌（CIS）症例51例である。術式は、腫瘍から10mm、ヨード
不染域から5mmを切除範囲に設定し、その外周粘膜を全周に渡り約1.5mm
幅で切除した。これを4領域（舌背側後方、舌背側前方、口底側前方、口底
側後方）に分割して迅速診断に提出した。なお、深部断端も1箇所提出した。
中等度以上の異形成を認めた場合は、その周囲を5mm離して追加切除し、再
度迅速診断を行った。軽度異形成以下になったところで切除を完了とした。
迅速診断に用いた外周粘膜の凍結標本は、解凍してパラフィン包埋し、永久
標本を作製して最終診断を行った。なお、用語・定義は旧WHO分類（2005）
を用いた。これらの迅速診断に用いた外周粘膜の凍結標本と永久標本との診
断結果を比較し、凍結標本の診断精度を検討した。また、同一症例において、
ヨード染色のみを用いたと想定した場合と、実際にヨード染色と全周術中迅
速病理診断を併用した場合の切除状態（中等度異形成以上）を比較した。【結
果】迅速診断提出検体は、全225検体中8検体が凍結標本陽性であり、このう
ち2検体が偽陽性であった。感度、特異度、陽性適中率、陰性適中率、正診
率は、それぞれ、100%、99.1%、75%、100%、99.1% であった。また、ヨー
ド染色のみを用いたと想定した場合、51例中10例で断端あるいはその外側に
中等度以上の異形成を認めた。一方、全周術中迅速病理診断を用いた実際の
手術では、2例の偽陽性があったが、偽陰性のため術後に追加切除を必要と
した例は1例もなかった。【結論】当科での表在性舌癌に対する術中迅速病理
診断の正診率は99.1％であり、これを腫瘍の全周に適用することによって、
より正確な腫瘍切除が可能であった。また、現時点で局所再発、後発転移例
は認めず、予後改善に寄与する可能性が示唆された。一方で、迅速診断の時
間、各施設の病理業務体制などの問題があり、今後の検討が必要と考えられ
た。

略　歴

1995 年
東北大学歯学部 卒業

1995 年
慶應義塾大学医学部 歯科・口腔
外科学教室 研修医

1997 年
独立行政法人国立病院機構栃木
病院 歯科口腔外科

1999 年
川崎市立川崎病院 口腔外科

2001 年
慶應義塾大学医学部 歯科・口腔
外科学教室 助手

2002 年
がん・感染症センター都立駒込
病院 歯科口腔外科

2008 年
東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科 修了

2012 年
慶應義塾大学医学部 歯科・口腔
外科学教室 専任講師

資　格

日本口腔外科学会 専門医・指導医
日本がん治療認定医機構 がん治療
認定医・暫定教育医（歯科口腔外
科）
日本口腔腫瘍学会 口腔がん専門
医・暫定口腔がん指導医
日本顎顔面インプラント学会 専門
医・指導医
日本口腔科学会 認定医

受賞歴

2006 年度
日本口腔インプラント学会 最
優秀ポスター賞

2009 年度
日本口腔腫瘍学会賞
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指定ワークショップ2

口腔癌規約・ガイドライン

1 月 25 日金 13：15～14：15 A会場（2F 大ホール）

座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系口腔外科）

口腔癌取扱い規約第1版は2010年に、科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン（第

2版）は2013年に刊行された。その後現在まで、エビデンスに関する考え方、診断の

modality、病理病態の解明に向けての解析方法、薬物療法や IMRT の普及による治療法な

ど口腔癌診療に関わるどの分野をとってみても長足の進歩を遂げている。

そのため最新の口腔癌診療に即した改訂が必要となり、抄録作成時点で口腔癌取扱い規

約、口腔癌診療ガイドラインとも改訂作業の最終段階に入っている。

ワークショップでは改訂のポイントについてお披露目する予定である。
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指定ワークショップ2 1月25日金 13：15～14：15

SW2-1	 口腔癌取扱い規約の改訂のポイント

○太田 嘉英1,2）

1）東海大学医学部外科学系口腔外科学領域 
2）日本口腔腫瘍学会口腔癌取扱い規約検討委員長

口腔癌取扱い規約第1版は2010年1月に発刊され約8年を経過し、このたび
改訂に至った。この間に起きた重要なことは全国がん登録の開始、UICC に
よるTNM改訂、WHOの改訂である。
改訂第2版の作成にあたり最も重要視したことは利用者によって使い勝手

がよいことである。2016年1月1日より開始された全国がん登録は基本的に
UICC 分類を用いることになっているためTNMに関してはUICC 分類に忠
実なものとした。今回の UICC 第8版の改訂は T 因子に DOI：depth of 
invasion、N因子に節外浸潤 extranodal extension の評価が加わった。さら
に第8版刊行後に修正がなされたため臨床現場では混乱が見られている。そ
のため本委員会ではUICC本部に問い合わせを行い、修正の予定を予め把握
し、第2版には修正後の最新のTNMを記載した。またわかりにくい表現に
対しては委員会としての解釈を注釈として記載した。UICC分類はAJCC分
類をもとに作成されている。また日本語訳にあたっては他領域との整合性を
もって翻訳されるため、直訳とは異なる語彙がしばしば登場する。そこで委
員会ではUICC本部への問い合わせ、AJCC分類、他領域の規約等を参考に、
UICC-TNM作成者の意図を酌み、解釈の差が表れにくい注釈となるよう十
分な議論を行った。一方、UICC 分類は世界標準の分類であるため、世界各
地域による診断のmodality に差があることを前提に作成されている。今回
新たに加わったDOI に関しても評価法に関しては臨床的所見を除いて明確
な規定はない。日本においてはTNM評価のために精密な画像診断が行われ
ることが多いと思われるが、施設の事情やUICCの概念を考慮して、画像診
断による評価法は敢えて規定しなかった。現在、日本癌治療学会では領域横
断的癌取扱い規約（以下統括規約）の作成が行われているが、この策定も本
委員会において口腔癌取扱い規約第2版と並行して行ってきた。統括規約は
全領域同一の書式で記載されることを目標とされたため、規約の重要部分が
サマライズされ一目でわかるように工夫した。第2版においては巻頭に統括
規約を配置する予定である。また第1版の重要部分は参考資料として巻末に
まとめて配置する予定である。シンポジウムの時点では発刊にむけての校正
の段階と考えられる。会員の皆様に改訂の基本的な考え方と重要ポイントを
お披露目できると考えている。ご意見を頂戴できれば幸いである。

略　歴

1985 年　
東京歯科大学卒業、
東海大学医学部付属病院臨床研
修医：ローテーション研修

（口腔外科、麻酔科、形成外科、
病理診断科）

1991 年　
東海大学医学部口腔外科学助手

1994 年　
国立がんセンター東病院頭頸科
国内留学

1996 年　
博士（歯学）学位取得

1999 年　
同 講師

2003 年　
同 助（准）教授

2009 年　
同 教授、大学院教授

資　格

（公社）日本口腔外科学会認定口腔
外科専門医、指導医
日本がん治療認定機構がん治療認
定医（歯科口腔外科）

社会活動

日本口腔外科学会理事
日本口腔腫瘍学会理事
日本頭頸部癌学会理事
日本癌治療学会代議員
日本口腔内科学会評議員
日本口腔ケア学会評議員
国立がん研究センター医科歯科連
携推進専門委員
日本歯科医師会がん医科歯科連携
協議会委員
外科系学会保険委員会連合委員
歯科学系学会保険委員会連合常任
委員
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指定ワークショップ2 1月25日金 13：15～14：15

SW2-2	 口腔癌取扱い規約第2版における病理の変更ポイント

○長塚 仁1,2）

1）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野 
2）日本臨床口腔病理学会　口腔癌診断基準検討委員会

口腔癌診断における国際基準であるUICC分類とWHO分類は2017年に改
訂がなされ，口腔癌取扱い規約も国際分類の変更に準じた改訂作業が進んで
いる。本講演では，予定されている口腔癌取扱い規約第2版での病理におけ
る変更の要点をお示しする。口腔癌取扱い規約第2版における病理について
は，本学会と協働して，日本臨床口腔病理学会に組織された「口腔癌診断基
準検討委員会」が具体的な策定作業に携わり，組織診断に関わる事項は原則
的にWHO分類に準じることを基本方針とした。癌取扱い規約は，全身的に
27種類が発刊されており，規約ごとに独自の概念や用語，分類を提唱してき
たため各規約の記載方法や用語，概念が統一されていない問題があった。日
本病理学会では，病理学的な用語や記載方法の統一に向けた取り組みをはじ
め，「領域横断的癌取扱い規約」の策定作業を進めている。そこで，口腔癌
取扱い規約第2版病理学的記載事項および各種略号は「領域横断的取扱い規
約」の記載方法に準じることとした。また，「領域横断的取扱い規約」の記
載方法に準じ，グレードAおよび Bの記載推奨グレードの考え方を導入し
た。グレードAは記載することを強く推奨する項目，すなわち記載必須項目
であり，グレードBは，病理医と臨床医で記載の必要性について決定してよ
い，すなわち任意記載項目である。グレードBの記載項目については，施設
内で十分に記載の必要性についてコンセンサスを得ておく必要がある。口腔
の上皮性異形成については，以前からその分類について議論があった。改訂
されたWHO 分類では，口腔の上皮性異形成は口腔上皮性異形成（oral 
epithelial dysplasia,OED）として，頭頸部領域のなかで独立した概念とされ
た。口腔癌取扱い規約第2版ではWHO分類に準拠し，口腔上皮性異形成
（OED）として記載し，2分類法を推奨，3分類法を併記した。用いる分類法
に関して臨床医と共通の認識を有することが重要である。Tis 癌については
口腔上皮性異形成（OED）から分離し，上皮内癌（CIS）として，明確に記
載することとした。口腔癌取扱い規約第1版におけるOEDの用語は，「上皮
内腫瘍を疑うが反応性異型病変との鑑別が困難な境界病変」とされており，
第2版における口腔上皮性異形成（OED）とは定義が異なる。また，口腔上
皮内腫瘍（OIN）についてもWHOに準拠することを基本方針としたため第
2版では使用しない点に注意が必要である。

略　歴

岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科 口腔病理学分野

1987 年 3 月
岡山大学歯学部 卒業

1991 年 3 月
岡山大学大学院歯学研究科 修
了（歯学博士）

1991 年 4 月
岡山大学歯学部口腔病理学講座 
助手

1993 年 9 月
岡山大学歯学部口腔病理学講座 
助教授
岡山大学歯学部附属病院 臨床
検査室（病理）副室長

1998-1999 年
ニューヨーク大学留学 文部省
在外研究員

2008 年 11 月
岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科
口腔病理学分野 教授

併任：岡山大学病院病理診断科口腔
病理部門長

日本口腔腫瘍学会（評議員，口腔癌
取扱い規約検討委員会委員），日本
病理学会（癌取扱い規約委員会委
員），日本臨床口腔病理学会（常任
理事，口腔癌診断基準検討委員会委
員長），日本口腔科学会（理事），日
本頭頸部癌学会（頭頸部癌取扱い
規約検討委員会委員）
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指定ワークショップ2 1月25日金 13：15～14：15

SW2-3	 口腔癌診療ガイドライン第3版における改訂のポイント

○中村 誠司
日本口腔腫瘍学会　WG1『口腔癌診療ガイドライン』改定委員会　委員長 
九州大学大学院　歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　顎顔面腫瘍制御学分野

昨今、診療の質の向上を目的として、多くの領域で診療ガイドラインが作
成されている。本学会でも、日本口腔外科学会と合同で口腔癌診療ガイドラ
インを作成しており、第1版を2009年に、第2版を2013年に発刊している。現
在、私は本学会のWG1『口腔癌診療ガイドライン』改定委員会の委員長と
して、日本口腔外科学会学術委員会の口腔癌診療ガイドライン改訂小委員会
の横尾聡委員長とともに、第3版の発行に向けて改訂作業を行い、最終校正
の段階まできている。このワークショップでは、今回の改訂作業の報告と改
訂のポイントをお示しする。
従前の口腔癌診療ガイドラインは口腔癌診療の全体像を理解する手引き書

として好評であったが、系統的な手法を用いて研究の質の評価や結果の要約
を行ったものではなかった。診療ガイドラインとは、「Minds 診療ガイドラ
イン作成マニュアル Ver.2.0」によると、「診療上の重要度の高い医療行為に
ついて、エビデンスのシステマティックレビュー（Systematic Review: SR）
とその総体評価、益と害のバランスなどを考量して、患者と医療者の意思決
定を支援するために最適と考えられる推奨を提示する文書」と定義されてい
る。そのため、今回の改訂では、臨床課題（Clinical Questions: CQ）の推奨
を呈示する方法には、SRと診療ガイドライン作成の国際標準様式として用
いられている最新の GRADE （Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation）システムを採用し、エビデンスの SRを行っ
て推奨を決定することとした。推奨の決定にあたっては、各々の治療法に対
して重要なアウトカムについてのエビデンスの質を客観的指標に基づいて決
定し、エビデンスの質、利益と害のバランス、価値観、リソースを勘案する。
さらに、臨床現場での判断に関わる全てのステークホルダーが参画する必要
があるため、口腔外科医はもちろんこと、他科や他職種の医療従事者、さら
には患者をパネリストとして迎え、推奨決定に参画してもらった。なお、好
評であった従前の口腔癌診療ガイドラインの記載内容は、引き続き総論とし
て掲載し、口腔癌のバイオマーカーという新たな項目を設けるとともに、分
子標的薬と免疫療法に関しては新規の薬剤に関する記載を加え、さらには全
項目において最新の文献検索を追加して改訂を行った。
これまで世界的にはGRADEシステムを採用した診療ガイドラインが多く

出されているが、癌診療の分野ではまだまだ少ない。最新の手法を用いた質
の高い診療ガイドラインを作成し、口腔癌診療の質の向上に貢献したいと考
えている。

略　歴

1982 年 九州大学歯学部卒業
1982 年   九州大学大学院博士課程歯学研

究科歯学臨床系入学
1986 年   九州大学大学院博士課程歯学研

究科歯学臨床系満期退学
1986 年   九州大学歯学部口腔外科学第二

講座助手
1986 年   九州大学大学院博士課程歯学研

究科歯学臨床系歯学博士号
1986 年   米国オクラホマ医学研究所免疫

学部門ポスドク
1988 年   米国バ−ジニア大学医学部内科

学教室リウマチ学部門ポスドク
1989 年   九州大学歯学部口腔外科学第二

講座助手
1994 年   九州大学歯学部附属病院第２口

腔外科講師
2004 年   九州大学大学院歯学研究院口腔

顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制
御学分野教授　現在に至る

2009 年   九州大学大学院歯学研究院副研
究院長

2012 年   九州大学病院副病院長（歯科担
当）　現在に至る

資　格

歯科医師
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本口腔科学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構暫定がん治療教
育医（歯科口腔外科）
日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医
日本口腔ケア学会指導医

その他

日本学術会議（連携会員）、日本口腔内科
学会（理事長）、日本口腔外科学会（理事）、
日本口腔科学会（理事）、国際歯科研究学
会日本部会（JADR）（理事）、日本口腔腫
瘍学会（理事）、日本頭頸部癌学会（理事）、
日本シェーグレン症候群学会（理事）、日
本口腔ケア学会（理事）、日本口腔顎顔面
外傷学会（理事）、日本小児口腔外科学会

（理事）、ドライマウス研究会（代表世話
人）、特定非営利活動（NPO）法人日本口
腔粘膜機構（副理事長）、日本歯学系学会
協議会（理事）、日本有病者歯科学会（評議
員）、日本口蓋裂学会（評議員）、日本顎顔
面補綴学会（代議員）
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公募ワークショップ1

術後合併症を減らす周術期管理とは？

1 月 24 日木 9：10～10：25 B会場（3F 国際会議場）

座長：柚鳥 宏和（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野） 　 

明石 昌也（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）

口腔がん治療における手術療法は、癌制御に関して最も重要な治療法であり、術後合併

症を制さないと術後治療が適切なタイミングに行えない。2017年に CDC ガイドライン

の18年ぶりの改定や抗菌薬の適正使用ガイドライン、術前後栄養管理、術前後リハビリな

ど多職種連携の重要性など、われわれの手術を取り巻く環境は変化しています。ここで素

朴な疑問として、これらの要因に合わせて周術期管理方法は変化しているのだろうか？そ

もそもみんな同じ考えで周術期管理を行っているのだろうか？症例の多い施設、伝統のあ

る施設の管理方法が優れているのだろうか？困っているのは自分たちだけなのであろうか？

本学会のテーマは、「がんばらんば－口腔がん治療－」です。本ワークショップは本学会

テーマの根幹への挑戦だと思います。特に SSI の発症が多いとされている切除可能進行口

腔癌に対する切除即時再建手術の、術後合併症対策は興味深いところだと思います。

思いつくままに文章にしましたが、今回「公募ワークショップ1　術後合併症を減らす

周術期管理とは？」に関する５演題はどれ一つをとっても重要なテーマでありワークショッ

プの最後にはすべてが有機的つながり日々の臨床がレベルアップすることを期待しており

ます。またフロアからも活発な討論をお願いできれば幸甚です。
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口腔がん切除再建後の皮弁生着は術後の顎口腔機能の回復のために
必須である。著者らは、口腔がんの血管柄付遊離皮弁再建症例におけ
る皮弁生着因子の検索（日口外誌50：434－437、2004）において、皮
弁壊死例は、皮弁生着例と比較すると術後1日目、2日目の脈圧（収
縮期血圧－弛緩期血圧）の低下が有意に認められたことから、術後脈
圧が50mmHg 以下にならないように血圧管理が必要であること、ま
た、皮弁壊死例は術後の頸部の血腫形成にともなう顕著な腫脹が認め
られたことから、術後の局所管理が必要であることを報告した。これ
らの経験を生かし、現在、我々が実践している皮弁壊死を防止するた
めの術前・術中・術後管理の工夫について報告する。術前管理：術前
低 Alb 値（＜3.4g/dl）および低 Hb 値（＜13g/dl）は術後の創部感染
を有意に起こしやすいと報告されていることから、術前の栄養状態な
らびに貧血の有無を評価し、必要に応じて術前補正する。皮弁に関し
ては、血管柄の位置や血流および穿通枝の位置を MRA やエコーなど
で確認し、皮島の位置を術前に設定する。また、頸部血管についても
ダイナミック CT で術前評価し、頸部の吻合に用いる血管についても
計画する。術中管理：中心静脈カテーテル（CV）を留置し、原発部
位の切除範囲や皮弁のサイズおよび舌骨上筋群の切除範囲に応じ、必
要な場合は気管切開を行う。局所に関しては、吻合した血管柄の屈曲
の有無や頸部創からの出血の有無を確認し、持続ドレーンは血管柄や
内頸静脈と接触・交差しないよう吸収糸で固定を行う。閉創前に再度
止血を確認する。術後管理：ICU 入室する。ICU 医と連携をとり、皮
弁の壊死が最も生じやすい術後48時間以内は、鎮静下にて呼吸および
循環の管理、局所の安静を図る。その間、特に血圧（収縮期120－
150mmHg）・脈圧（50mmHg 以上）の維持、Hb 値、TP 値、Alb 値
の補正と頸部腫脹の有無と皮弁の状態を厳重に管理する。皮弁に血行
障害を示唆する所見があれば即時開創して血行を確認する。術後48時
間前後で鎮静を徐々に解除する。その際、興奮やせん妄の出現に留意
する。自発呼吸状態が安定したら一般病棟へ転棟する。以降、患者自
身の IBW（ideal body weight）からエネルギー：30cal × IBW、たん
ぱく質：1.1g × IBW、水分：30ml × IBW を算出し、それらの値を
考慮しながら経腸栄養へと移行する。今回、当科で行った症例を提示
しながら報告する。

【目的】皮弁再建術を伴う口腔癌手術は、他の口腔外科疾患の手術に
比べ術後創感染（Surgical site infection: 以下 SSI）の発生率が高い。
SSI は医療経済に直結し、SSI 予防対策は医療安全上、重大な課題で
ある。SSI 発生のリスク因子は様々であるが、それらを把握し予防対
策を講じることが重要である。SSI は予防が極めて重要で、抗菌薬投
与はその大きな部分を占めるが、抗菌薬の投与期間によって SSI の発
生率や耐性菌の出現率が異なってくる。本研究は、皮弁再建術を伴う
口腔癌手術症例に対し、SSI の発生状況を検討し、リスク因子の解析
について検討を行った。【方法】2013年1 月から2016年12月まで長崎
大学病院と加古川中央市民病院で切除可能進行口腔癌に対し、一期的
に皮弁再建手術を行った58例を対象とした。手術後30日以内に生じた
SSI に関連する因子について、性別、入院期間、年齢、身長、体重、
糖尿病の有無、喫煙・飲酒の既往、術前血液検査（ALT、Hb、Alb、
Cre）、原発部位、頸部郭清、再建皮弁、金属プレートの有無、術後
気道管理、ICU 入室の有無、ドレーンの本数・留置期間、縫合糸の種
類、抗菌薬の使用法、手袋の交換時期、皮弁チェック、手術時間、出
血量、術後肺炎、術後合併症、クリニカルパスの使用について統計学
的に解析を行った。【結果】対象者58例中、SSI 発症は16例であり、
SSI 発症率は27.6% であった。術後抗菌薬が48時間を超えて投与され
ている群は、術後48時間で投与終了されている群と比べると有意に
SSI の発症が高かった（p ＜0.05）。クリニカルパス使用していない群
は、使用している群に対して、術後合併症を起こしている群は、起こ
していない群に対して SSI の発症が有意に高かった（p ＜0.05）。ま
た、手術時間と SSI の発症との間には統計学的有意差を認めた（p ＜
0.05）。【結論】皮弁再建術を伴う口腔癌手術において、術後抗菌薬の
使用期間や術後合併症の有無は SSI のリスク因子として重要であるこ
とが示唆された。クリニカルパスは、前腕皮弁再建のみで使用されて
おり、今後の検討課題である。また、手術時間の短縮が SSI の発症を
予防できる可能性が示唆された。

【緒言】再建を伴う口腔癌手術の術後周術期では、手術侵襲の大きさ、
年齢、生活歴、基礎疾患など様々な原因で重篤な合併症を生じること
も少なくない。なかでも深部静脈血栓塞栓症（DVT）や死亡率の高
い肺動脈血栓症（PE）といった静脈血栓塞栓症（VTE）は周術期に
おける主要な合併症の一つである。そこで今回われわれは口腔癌術後
における VTE の発症率及びその危険因子について検討を行ったので、
若干の文献的考察を加えて報告する。【対象と方法】2007年4月～2014
年12月に当科で手術を施行した口腔癌患者のうち、初回治療として原
発巣切除・頸部郭清・即時再建を施行した133例である。当科では周
術期 VTE 予防対策として間欠的空気圧迫法と弾性ストッキングの着
用を基本としている。また離床前の下肢エコーを術後2日目に施行し、
D-dimer のモニタリングを術後1週間程度継続した。下肢エコーで血
栓を認めた症例には抗凝固療法を開始し、必要に応じて胸部造影 CT
を行い PE の有無を評価した。調査項目は性別、年齢、喫煙、BMI、
既往歴、組織型、手術時間、輸血の有無、遊離皮弁か有茎被弁か、
Caprini score で VTE の発症との関係について検討を行った。なお
Caprini score とは Caprini が2010年に提唱した VTE の予測評価のス
コアリングシステムである。【結果】DVT のみ発症していたのは35例
であった。最も多いのはヒラメ静脈であった。また DVT と PE を発
症していた症例が3例存在し、いずれも抗凝固療法を行い血栓は消失
した。VTE の発症および非発症群のリスクファクターを単変量およ
び多変量解析にて解析したところ、単変量解析では性別と Caprini 
score が、多変量解析では Caprini score がリスクファクターとして検
出された。なお ROC 曲線による解析で、Caprini Score が7点以上が
カットオフ値であった。【考察】リスク因子を合算する Caprini score
のスコアリングシステムが有用である可能性が示唆された。

術後合併症なく手術を安全に乗り切るためには、術前の周到な準備
に始まり、周術期のさまざまリスクを察知して適切に対応することが
必要である。近年、多くの施設では外来通院中から多職種の専門家が
介入しサポートすることによって、術後まで一貫した質の高い医療が
提供されている。術後合併症のリスクが高いとされる有病者や高齢者
に対する再建手術などは、内科医、精神科医、薬剤師、理学療法士、
栄養士、ソーシャルワーカーが術前から介入することによって良好な
結果を招くことは、すでに常識であり、もはや疑う余地はない。一方
で、術前介入を行っていたとしても、術後合併症を完全に回避するこ
とはできない。特に SSI はこれまでの報告でも高い確率で発症するこ
とが知られており、注意すべき点は枚挙に暇がない。術後管理におい
てはなるべく早期に離床させることが、せん妄や肺障害を避けるうえ
で肝要と思われるが、施設間によって大きな差があるのが現状であ
る。当科では、術後合併症を極力減らす取り組みとして、主治医の判
断のもとに、術前から多職種の介入を原則として、関連する多くの眼
により問題点を抽出、合併症の予測をしている。術中は丁寧な止血と
十分な洗浄、また適切なドレーン留置を心がけ、SSI を防ぐべく努力
を怠らないようにしている。術当日は ICU に入室し、翌朝まで鎮静
下に呼吸器管理を行っている。ICU 在室期間は平均3.5日で、循環動
態管理と頸部安静が主目的であるが、臥床により呼吸器合併症やせん
妄を惹起している可能性もあることから、今後は検討が必要と考えて
いる。口腔がん治療はガイドラインによって標準的な治療が確立され
ているが、周術期管理においても施設間の差をなくした最善の方法が
提供されるべきではなかろうか。施設ごとに蓄積した症例を提供し、
詳細なデータ解析を行うことで、術後合併症を限りなくゼロに近づけ
るべく標準的な周術期管理を構築することができると考える。以上、
本ワークショップでは、当科における周術期管理の現状をお伝えしな
がら、その問題点と取り組むべき課題、今後の展望をお伝えしたい。

KW1-3 
口腔がん切除再建後の皮弁壊死を防止するための術前・術
中・術後管理について

KW1-1 
切除可能進行口腔癌に対する即時再建手術患者における手
術部位感染のリスク因子の検討

KW1-4 
再建を伴う口腔癌の周術期静脈血栓塞栓症について

KW1-2 
口腔がん手術における周術期管理の標準化を目指して

○松永 和秀1）、長田 哲次1）、吉村 卓也2）、榎本 明史3）、
中村 典史2）、濱田 傑3）

1）近畿大学医学部奈良病院　歯科口腔外科 
2）鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野 
3）近畿大学医学部附属病院　歯科口腔外科

○石田 優1）、柚鳥 宏和1）、冨永 萌2）、橘 進彰3）、岩谷 博篤4）、
柳本 惣市1）、梅田 正博1）

1）長崎大学　大学院　医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野 
2）長崎大学病院研修医 
3）加古川中央市民病院歯科口腔外科 
4）加古川中央市民病院形成外科

○筧 康正、明石 昌也、長谷川 巧実、南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科外科系講座　口腔外科学分野

○長谷川 温、河野 通秀、渡辺 正人、菅野 勇樹、池畑 直樹、
近津 大地
東京医科大学口腔外科学分野
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はじめに：口腔癌に対して遊離再建手術をした際、一時的に気道狭
窄を来たすため、気道確保のために気管切開をすることが多い。当セ
ンターでは原則として全例に気管切開を併施しており、術後喉頭浮腫
が改善し唾液誤嚥が減少してきた際にレティナ（高研社製品）に変更
している。2016年6 月以前は咽喉頭内視鏡所見を参考に経験的にレ
ティナに変更していたが、一定の基準がないため若手医師や看護師な
どの指導に苦慮することがあった。我々は2016年7月以降は喉頭所見
をスコア化（Objective Cannula assessment score：OCA スコア）し
て客観的に評価を行いレティナに変更している。そこで今回、スコア
化前後で症例の比較をして OCA スコアの有用性につき検討した。対
象と方法：2016年7月から2018年8月まで当センターで口腔癌に対し
て遊離皮弁再建を行った73例の術後喉頭所見をスコア化した。再発治
療例、喉頭摘出例、術後長期人工呼吸器装着例、術後死亡例は除外し
た。頭頸部癌治療を専門としている医師2 人が声帯麻痺、喉頭浮腫、
唾液誤嚥の3項目をそれぞれスコア化した。声帯麻痺は、麻痺なし2
点、術前から麻痺1点、術後から麻痺0点とした。喉頭浮腫は、披裂
浮腫なし2点、中等度1点、高度0点とした。唾液誤嚥は、なし2点、
中等度1点、高度0点とした。3項目合計点を6点満点で算出した。原
則として OCA スコア5点以上でレティナに変更した。スコア化する
以前の2015年1月から2016年6月までの44例と比較した。結果：スコ
ア化した症例は、男性48例、女性25例、年齢22～86歳（中央値66歳）
であり、レティナに変更した術後日数中央値は8日、術後入院期間中
央値は36日であった。スコア化以前の症例は男性31例、女性13例、年
齢25～84歳（中央値67歳）であり、レティナに変更した術後日数中央
値は8.5日、術後入院期間中央値は34日であった。考察：OCA スコア
導入前後でレティナに変更した術後日数や入院日数などに明らかな悪
化はなく、OCA スコアは有用と考えられた。今まで経験的に行って
いたレティナへの変更は OCA スコア導入によって客観的になり、他
職種と情報の共有がしやすくなった。

KW1-5 
口腔癌再建術後のカニューレ交換に関する喉頭所見スコア
化の試案

○岡田 拓朗、伏見 千宙、増淵 達夫、多田 雄一郎、馬場 大輔、
山崎 森里生、田中 惇平、木谷 洋輔、北嶋 達也、三浦 弘規
国際医療福祉大学　三田病院　頭頸部腫瘍センター
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公募ワークショップ2

術後機能を考えた口腔がん治療とは？

1 月 24 日木 13：45～14：45 B会場（3F 国際会議場）

座　　長：青木 隆幸（東海大学医学部外科学系口腔外科学領域）　　　　　 

野口 一馬（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座）　  　 

特別発言：鵜澤 成一（大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室）

近年、医学の進歩により分子標的薬を用いた生物学的療法や免疫療法など新たな治療法

が開発され、がん治療はよりロジックに行われるようになって参りました。患者さんの健

康概念も多様化し、生命予後のみならず、治療後の機能を配慮することが以前にも増して

重要となっています。超高齢化が進む本邦では、治療後の生活に与える影響も考慮した治

療法が望まれています。しかし、現在も、口腔がん治療の主軸は手術であることに変わり

はありません。そのため、術後機能にフォーカスをあてたワークショップを企画致しまし

た。

本ワークショップでは、術後機能に対して、さまざまな角度から討論したいと思います。

現在、口腔がん治療の最前線で活躍している４人の演者に、頸部郭清術後の機能評価、再

建術後の咀嚼・嚥下・会話機能について講演頂く予定です。さらに、術後機能評価の問題

点について、大阪大学鵜澤成一教授に特別発言をお願い致しました。機能評価に対する日

本口腔腫瘍学会への提言も含め、お話しいただく予定です。

今回のワークショップが、口腔がん診療向上の一助になることを期待致します。
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【緒言】当院では舌半側切除後の再建に、前腕皮弁を用いている。舌
再建の要となるのは嚥下や会話といった、機能予後である。再建では
全く元に戻すことはできないにしろ、可能な限りもとの機能に近づけ
ようと努力をする。どれくらいのサイズで皮弁を採取すればよいの
か。前腕皮弁は大きいほうがよいのか？小さいほうがよいのか？検討
した。【方法】2006年から2016年に神戸大学口腔外科で腫瘍切除、前
腕皮弁再建手術を施行された舌癌67例を対象とした。切除断面積と皮
弁面積について、長軸と短軸を計測し、楕円に近似して面積を出し
た。また、術後約1 年の時点で機能評価を行った。口腔機能（嚥下、
会話）を優・良・不良にそれぞれ評価し、皮弁と切除の面積の割合

（皮弁／切除）との相関を検討した。術後の口腔機能に影響を与え得
る因子、（年齢、性別、部位、病期分類、切除面積、皮弁面積、放射
線治療、頚部郭清術）と、術後口腔機能の関係性について調べた。【結
果】皮弁と切除組織の面積の割合（皮弁／切除）は0.59～2.79（平均
値1.66）であった。切除面積に比べて、皮弁のほうが小さいものが 6
例、大きいものが60例であった。口腔機能（嚥下、会話）評価と、再
建皮弁割合の相関を分布図にし、各機能につき、優がより多く、良や
不良がより少ない1.3~1.8倍までの範囲を適切な皮弁割合と判断。1.3
と1.8をカットオフ値とした。会話機能については、1.3以下、1.3-1.8、
1.8以上の3群に分けた再建面積比率では、有意差を認めた（Fisherʼs 
exact test。p=0.014）。また、性別、BMI、原発巣部位、術後放射線
治療の有無、頚部郭清術が両側か片側か、術後病理学的な腫瘍サイ
ズ、リンパ節転移、病期分類では有意差は認めなかった。嚥下機能に
ついては、1.3以下、1.3-1.8、1.8以上の 3 群に分けた再建面積比率で、
有意差を認めた（p=0.0004）。術後放射線治療施行群（P=0.0354）、頚
部郭清術両側群（P=0.0225）で、有意に機能の低下が認められた。【結
論】皮弁は大きすぎても小さすぎても機能に影響する。舌半側切除後
の前腕皮弁再建には、皮弁サイズを1.3~1.8倍で用いることが、会話と
嚥下機能の観点から患者の QOL に寄与する可能性が示唆された。

【緒言】近年、術後の僧帽筋の機能障害を防ぐため副神経を温存す
る頸部郭清術変法を選択することが多い。しかし副神経を保存し
ても僧帽筋の機能低下を生じ、上肢の可動制限を来す報告もみら
れる。今回、根治的頸部郭清術変法（MRND）施行例において、
僧帽筋のサイズと上肢機能障害の関連および術式や再建方法など
の臨床因子の影響について検討した。【対象と方法】2015年10月か
ら2017年6月に当科で片側 MRND 施行例のうち、単一術者で術前
と術後1か月、4か月時点の CT 画像データを狩猟し得た14例。平
均年齢61±12.9歳、男性10例、女性4例。原発部位は舌5例、上顎
歯肉1例、下顎歯肉５例、口底3例。全例で副神経は保存し、胸鎖
乳突筋は切除した。僧帽筋のサイズは CT の画像から第４頸椎棘
突起の最尖部を通り、咬合平面と平行となる面を作成し僧帽筋の
断面積を測定した。上肢機能障害は上肢自動外転・屈曲角度、頸
部の屈曲・伸展・側屈・回旋角度、肩甲帯挙上角度を測定した。
また、それらと年齢、再建方法、術後 CRT などの15項目の臨床
因子との関連についても検討した。【結果】術後4か月で僧帽筋断
面積は69.6% であった。上肢自動外転角度は80.2%、上肢自動屈曲
角度は90.1%であった。頸部可動角度は屈曲100%・伸展79.8%・側
屈92.4%・回旋85%、肩甲帯挙上角度は82% と経時的に回復し、統
計学的に有意差を認めた。【結論】術後のリハビリにて上肢機能障
害の回復を認め、さらに長期的な検討が必要である。 

【緒言】下顎区域切除後の下顎再建の選択肢の一つとして腓骨皮弁に
よる再建がある．硬組織の再建が行われたにもかかわらず，その後の
補綴治療として，従来の顎義歯では十分な口腔機能回復が困難な場合
もあり，補綴されていない症例も少なくはない．2012年4月より「広
範囲顎骨支持型補綴」（以下，顎骨支持型補綴）としてインプラント
治療が保険収載され，口腔癌患者の咬合回復による咀嚼機能レベルの
向上による QOL の改善を期待されていた．そこで今回われわれは，
腓骨皮弁による下顎再建後に顎骨支持型補綴による治療を行い，上部
構造まで装着した症例について臨床的検討を行ったので報告する．【対
象および方法】対象は2012年4月から2018年9月までの間に，下顎区
域切除および腓骨皮弁による下顎再建後に当科にて顎骨支持型補綴に
よる治療を行い，上部構造まで装着した 8 例を検討した．咬合力計
(Occlusal Force-Meter GM10; 長野計器 ) を使用して左右、それぞれ
の咬合力を計測し，グミゼリーを用いて咀嚼能力の評価を行った．【結
果】原疾患は歯肉癌6名，舌癌1名，線維性骨異形成症1名であった．
再建術から顎骨支持型装置埋入までの期間は6-28か月で平均は19.9か
月であった．顎骨支持型装置の埋入本数は合計30本で，再建骨に埋入
したものは26本，残存顎骨に埋入したものが4本，1症例あたり平均
3.8本であった．補綴はブリッジ形態のものが 6 例，オーバーデン
チャーが2例であった．左右の咬合力の和は補綴装着により増加した．
咀嚼能力は補綴装着により，オーバーデンチャーを装着した症例は上
昇したが，ブリッジ形態の症例では明らかな上昇は認めなかった．【ま
とめ】下顎切除量が広範囲で残存歯数が少ない症例は，顎骨支持型補
綴による治療（オーバーデンチャー装着）を行うことで咬合および咀
嚼の回復を認めた．下顎骨欠損が Jewer らの分類で L 型や LC 型で
健側に残存歯を認め垂直的な咬合関係があるような場合は，当科では
ブリッジ形態による上部構造により補綴を行っている．このような症
例では，患側の咀嚼筋群の切除および知覚消失によって，咀嚼能力の
改善は著明でないものの，残存歯への咬合負荷の軽減を期待してい
る。顎骨支持型補綴によって咀嚼能力だけではなく，嚥下関連機能の
向上も得られると思われ治療の意義について考察する．

近年再建術の進歩に伴い、進行した症例においても原発巣および頸部
制御率は向上し、予後の改善が認められている。しかし、進行症例では
切除範囲が広範囲におよび頸部郭清術を同時に施行する必要があること
も多く、術後の機能障害を避けることはできない。機能温存を考慮した
治療として化学放射線療法や粒子線、重粒子線療法等が適応される場合
もあるが、進行症例においての根治療法の主体は手術療法であることに
変わりはない。広範囲手術による機能障害においては、切除術式や再建
方法の工夫によりある程度軽減させることは可能であるが、どのような
機能障害がどの程度出現しているかを把握しておくことは今後の治療の
進歩において重要である。そこで今回、当科で行っている再建術後の機
能評価の中でも嚥下機能の評価および頸部郭清術後の機能障害の評価を
中心に報告する。

嚥下機能の評価については、2016年6 月以降の口腔癌根治手術施行後
の 1 次再建症例を対象に、内視鏡にて嚥下を確認し、兵頭らの嚥下内視
鏡検査スコア（VE スコア）を用いて評価した。これらの患者の診療録
より，腫瘍部位，病期分類，術式，VE スコア，経過などを retrospective
に検討した。頸部郭清術後の機能評価については、2009年7 月以降の頸
部郭清術を施行し機能評価のアンケートに協力が得られた症例を対象と
し、適応術式や副神経の状態別に丹生らの頸部郭清術後機能質問票を用
いて評価を行った。

嚥下機能評価は、経口摂取開始時期と VE スコアの相関を確認し、術
式による VE スコアへの影響の結果を報告する予定である。頸部郭清術
後の機能評価についてはアンケートの各項目別に、手術自体の影響、術
式や副神経の状態別に評価した結果を報告する。また、2017年1 月以降
の頸部郭清術施行症例については表面筋電図による評価も行っているた
め、その結果についても報告できればと考えている。

VE スコアや頸部郭清術後のアンケートは簡便に使用することができ、
術後機能評価に有用であると思われる。今回は、当科における嚥下機能
評価と頸部郭清後の術後機能評価の結果をもとに術後機能につき議論で
きればと考える。

KW2-3
舌半側切除後の前腕皮弁再建における機能を考慮したサイ
ズの決定

KW2-1 
根治的頸部郭清術変法後の僧帽筋のサイズ変化と上肢機能
障害の関連についての検討

KW2-4
腓骨皮弁による下顎再建後に広範囲顎骨支持型補綴装置に
よる治療を行った症例のアウトカムについて

KW2-2
口腔癌術後患者の機能評価についての検討

○榊原 晶子1）、楠元 順哉1）、長谷川 巧実1）、榊原 俊介2）、
明石 昌也1）、南川 勉1）、古土井 春吾1）、橋川 和信2）、
古森 孝英1）

1）神戸大学医学研究科外科系講座口腔外科学 
2）神戸大学医学研究科外科系講座形成外科学

○大林 佑子1）、吉住 潤子1）、首藤 俊一1）、安西 寛真1）、
白川 心一郎3）、佐々木 三奈1）、勝俣 由里1）、橋本 憲一郎1）、
池邉 哲郎2）、平木 昭光1）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学分野、
2）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野、
3）福岡歯科大学病院　整形外科・リハビリテーション科

○高岡 一樹、野口 一馬、曽束 洋平、吉川 恭平、川邊 睦記、
森寺 邦康、岸本 裕充
兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座

○山川 延宏、中山 洋平、上田 順宏、柳生 貴裕、桐田 忠昭
奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座
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近年、医学・医療技術の進歩により、がん患者の生存期間は改善して
いる。しかし、がん治療は患者にとって心理的・肉体的・社会的・経済
的にも負担が大きく、完治したにしても何らかの代償を払わされる。さ
らに、ひとたび転移・再発をきたすと完全治癒を目指すことが困難とな
り、多くの患者は、結果的に担がん状態のまま生活せざる負えなくなる。
また、患者の多くはがんと診断された時点で心理的に大きなダメージを
受け、QOL が低下する。従って、がん領域では、初診から末期までの全
期間を通じて QOL の正確な把握と評価が望ましいが、現在の標準治療
はすべて全生存期間 OS や無病再発期間 DFS などをアウトカムに構築さ
れており、患者 QOL に関しては全く考慮されていない。

一方、口腔領域では、患者の口腔機能と QOL は密接に関連してる。さ
らに、平成30年歯科診療報酬改定においても、口腔機能が名称の一部と
された新たな 2 つの歯科病名「口腔機能低下症」および「口腔機能発達
不全症」が新設された。その中で、「口腔機能低下症」については7種類
の口腔機能検査が導入され、一般歯科の領域においても、口腔機能の評
価が一般化される時期にきている。口腔機能評価は時代の要求であり、
歯科医師が中心となって行うべき重要な仕事の一つであると考える。

新たな治療法開発（標準治療）のためには、治療成績の向上を目指す
ことはもちろんではあるが、新たなアウトカムの設定を目指すことも重
要であると考える。その新たなアウトカムとして、口腔機能評価と患者
QOL 評価が挙げられる。これらをアウトカムにすることにより、例え
ば、標準治療に比べて OS や DFS が非劣勢である場合は、より治療後の
口腔機能や患者 QOL が有意に向上する治療法が標準治療として選択さ
れてゆくことも可能となる。

しかし、アウトカムとしてこれらの指標を用いるためには、越えなく
てはならない壁がいくつもある。その中で最も重要なのは、口腔機能評
価および患者 QOL 評価の標準化である。一定の再現性・客観性・妥当
性をもっていることが、最低限科学的検証には必須である。

このような試みは、もともと成功と不成功の基準の設定があいまいな
場合が多い、歯科領域において広く応用できる可能性を秘めている。歯
科のさまざまな領域におけるエビデンスに基づく標準治療の設定や治療
ガイドラインの構築に役立つ可能性があり、精神科医、心理学者や統計
学者など多領域連携のもと強力に推進すべき課題と考える。

KW2 特別発言
口腔機能評価と患者 QOL 評価の標準化の必要性について

○鵜澤 成一
大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室
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公募ワークショップ3

臨床応用につながる 
口腔がん基礎研究とは？

1 月 24 日木 15：55～16：55 B会場（3F 国際会議場）

座長：川野 真太郎（九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野） 

　　　　浜田 倫史（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野）

現在、免疫チェックポイント阻害剤などの分子標的薬や重粒子線療法による新しいがん

治療が臨床応用されている。これらは、がん細胞の分子生物学的特徴に基づいて研究・開

発されたものであるが、それでもなお、これらの治療法に抵抗性を示す口腔がんに遭遇す

ることがある。このことは、現在の口腔がん治療が決して十分であるとは言えず、新たな

治療標的分子の同定や阻害剤を開発し、臨床応用を目指した研究を行う必要があることを

示している。本ワークショップでは、現在、精力的にがん研究を行っている新進気鋭の先

生方に、口腔がん制圧のブレイクスルー（breakthrough）となり得る最新の知見を紹介し

ていただき、「今後の口腔がん研究には何が必要か」、また「どのように臨床応用するか」

について焦点をあて、討論したいと考えている。
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【緒言】頭頸部扁平上皮癌に対する根治手術や化学放射線療法は、高
齢者においてはその侵襲や毒性から適応外となることも少なくない。
近年、腫瘍免疫抑制をターゲットとした分子標的薬の台頭により、治
療抵抗性改善や副作用軽減が期待されているが、その高額な医療費に
より国費を圧迫し、社会問題にもなっている。腫瘍内の低酸素環境
は、その悪性度を増悪させ、治療抵抗性に深く関わる。近年われわれ
は、特殊なゲルを用いて、炭酸ガスを効率的に吸収させることができ
る局所的炭酸ガス投与法を開発し、扁平上皮癌に応用した。その結
果、腫瘍内の低酸素環境改善やミトコンドリア経路のアポトーシスの
活性化によって癌の増殖抑制が起こった。さらに、上皮間葉移行

（EMT）低下によるリンパ節転移の抑制がおこることも確認した。本
研究では、扁平上皮癌への放射線療法や化学療法に対する治療抵抗性
に着目し、局所的炭酸ガス投与の併用効果と治療抵抗性改善効果を調
査した。【方法】ヒト口腔扁平上皮癌由来細胞をマウス背部に移植し、
7日後より週2回（20分 / 回）、経皮的炭酸ガス投与を行った。放射線
照射（RT）は週5回（2Gy/ 回）を行い、シスプラチン（CDDP）は
週2回、4mg/kg を腹腔内に投与した。各治療法別にわけ、移植28日
後の腫瘍体積を評価した。また組織を採取し、活性酸素、好気的アポ
トーシス（Caspase-3,9, PARP）、低酸素環境（HIF-1α）、抗癌剤治療
抵抗性（NFkB, MDR1, CD44）などを評価した。【結果】RT 単独群
や CDDP 単独群と比較し、炭酸ガス併用群において腫瘍の増殖抑制
が認められ、アポトーシス関連因子の増加と低酸素環境改善（HIF-1α
低下）を認めた。RT+ 炭酸ガス併用群では、活性酸素の発生を効率
的に促進させることが確認できた。さらに血中の白血球数を測定した
ところ、局所的炭酸ガス投与併用による骨髄抑制の増悪は認めなかっ
た。CDDP+ 炭酸ガス併用群では、NFkB・MDR1・CD44の低下が確
認された。【結論】局所的炭酸ガス投与は、癌治療において腫瘍内低
酸素環境改善により、治療抵抗性の改善に寄与できる可能性が示唆さ
れ、低リスク・低コストな新規癌治療法の開発につながる。今後の展
望として、材料内から炭酸ガスを発生させ、外部からの炭酸ガス供給
を必要とせず、局所的に炭酸ガス投与ができる非常に汎用性の高い
ペースト剤の開発に成功しており、頭頸部領域での適応拡大を図って
いく予定である。

口腔扁平上皮癌（OSCC）には特異的なバイオマーカーおよび標的
分子が同定されていない。その理由として、希少性の高い OSCC で
は、臨床標本に対する大規模な解析が難しいことが挙げられる。われ
われは、豊富な臨床標本に対して大規模な遺伝子解析を行っており、
抽出された候補遺伝子および変異に対して分子的な解析を行ってい
る。とくに、諸外国の解析において遺伝子変異率が10％を超え、さら
にそれらの変異が機能的な変化を生じている可能性が高いと強調され
てきた（Science 2011、Genome Med 2017など）、NOTCH1に注目し
てきた。NOTCH（NOTCH1～4）は細胞膜一回貫通型受容体で、cell 
to cell にリガンドが結合すると活性化されるシグナル経路である。悪
性リンパ腫患者の半数に活性化変異がみられるとされるが、その変異
スペクトラムは血液腫瘍と固形がんとは異なるとされ、OSCC を含め
た固形癌では腫瘍化・腫瘍抑制機能の両面で意見が分かれており、真
の機能は明らかでない（Nature Review 2011など）。われわれは、日
本人の OSCC に対し、NOTCH1のリガンド結合領域に対する遺伝子
変異の解析を行ったところ、84症例の OSCC 新鮮症例のうち、8症例

（9.5％）・6 変異と高頻度に新規の点変異を発見した。NOTCH1変異
のある患者は、他の患者より有意に無病生存期間が長いことも示され
た。機能解析の基礎データとして立体構造の変化をPDB （Protein data 
base）の X 線回折結果によりシミュレーションしたところ、発見さ
れた変異 NOTCH1はリガンド結合領域の立体構造の変化（p. A465T）
あるいは柔軟性の低下（p. G481S）が生じ、リガンド結合が不安定に
なる可能性があることが示唆された（BBRC 2014）。さらに、その分
子的な意義を、発現細胞を樹立することにより in vitro、in vivo 解析
した。OSCC 患者より発見した変異型 NOTCH1発現細胞を樹立し、
NOTCH1が野生型では腫瘍化に、1種の変異型（A465T）の解析では
腫瘍抑制に機能することを報告した（Oncol Rep 2017）。また、発見
した他の NOTCH1変異についても発現細胞を樹立したところ、同様
の傾向であった（投稿準備中）。以上より、われわれは NOTCH1が
OSCC の標的因子となり得ると考えている。本発表では、上記の
NOTCH を中心とした報告に加えて、現在行っている臨床標本に対す
る大規模な遺伝子学的解析についても発表したい。

KW3-3 
炭酸ガスを使用した効率的な低酸素環境改善による口腔癌
の新規治療法の開発と治療抵抗性の改善効果

KW3-1 
NOTCH1は口腔扁平上皮癌の標的分子となり得るか？

【遺伝子解析から分子的解析まで】

○長谷川 巧実、武田 大介、齋藤 泉、岩田 英治、筧 康正、
榊原 晶子、明石 昌也、南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院　医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野

○青山 謙一1,2）

1）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学 
2）東海大学　医学部　基礎医学系　分子生命科学

【背景】癌において転移や治療抵抗性は患者の予後に大きな影響を与え
る。近年、microRNA （miRNA）による遺伝子発現調節が癌の発生・進
展に寄与していることが示唆され、口腔扁平上皮癌（OSCC）において
も miRNA による悪性形質制御が報告されている。当科では、これまで
高転移性細胞株（Tanaka et al. Cancer Sci 2012）や抗がん剤耐性株

（Nagata et al. Br J Cancer 2011）を樹立し浸潤・転移や治療抵抗性に関
する研究を進めてきたが、その制御に関わる miRNA の機能的意義の検
討を行い、各悪性形質に関わる新たな分子ネットワークの同定を試みた。

【方法】OSCC の転移や抗がん剤耐性に関与する miRNA を同定するた
め、 高転移 OSCC 細胞株や 5-FU 耐性 OSCC 細胞株と親株の網羅的
miRNA アレイ解析を行った。発現変動が大きい miRNA を検索し、各悪
性形質制御に関与する miRNA の候補とした。同定した miRNA を強制
発現する OSCC 細胞株を樹立し、浸潤・転移能あるいは 5-FU 感受性を
評価した。続いて各候補 miRNA の標的遺伝子を同定するために親株と
候補 miRNA 高発現 OSCC 細胞株の cDNA マイクロアレイ解析および公
共データベースによる in silico 解析を行い、標的遺伝子の同定と各悪性
形質に与える影響について検討した。

【結果】浸潤・転移に関わる miRNA として has-miR-7 が、5-FU 耐性に
関わる miRNA として has-miR-30a が同定された。機能解析の結果、各
miRNA は OSCC 細胞株の浸潤・転移能や5-FU 耐性を制御していること
が明らかとなった。また、has-miR-7 の標的遺伝子として WAVE3を、
has-miR-30a の標的遺伝子として CCNE2を見出した。各分子はそれぞれ
OSCC 細胞の浸潤能や 5-FU 耐性能の制御に関わっていることが明らか
となり、OSCC の高悪性形質制御の新たな分子機構の存在が示唆された。

【結論】本研究により、OSCC の浸潤・転移や抗がん剤耐性に関わる
miRNA が明らかとなり、新たな診断・治療標的となりうることが示さ
れた。また、本検討により miRNA による新たな OSCC の浸潤・転移・
抗がん剤耐性制御機構の一端が明かとなった。

KW3-2 
口腔がんにおける microRNA を介した悪性形質制御

○吉田 遼司1）、中嶋 光1）、坂田 純基1）、有田 英生1）、
永田 将士1）、田中 拓也1）、川原 健太1）、廣末 晃之1）、
福間 大喜1）、尾木 秀直1）、平木 昭光3）、篠原 正徳2）、
中山 秀樹1）

1）熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門　感覚・運動医学 
講座　歯科口腔外科学分野、2）医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院、 
3）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

近年がん治療において「プレシジョン治療（最適治療）」の概念が急速に
普及している。その中核となるのは、常に変化する腫瘍の性状をリアルタイ
ムに把握する「体液を用いたリキッドバイオプシー（液体生検）」である。
口腔癌においても液体生検による最適治療の確立は急務であるが、有用な手
法や分子マーカーはいまだ臨床応用されていない。液体生検の実用化のカギ
を握るのは、診断試料とバイオマーカーである。われわれは非侵襲的な液体
生検による口腔癌の検出およびプレシジョンメディシンの確立を最終的な目
標として見据え、これまでゲノム、エピゲノム、マイクロ RNA など様々な
観点から多層的にアプローチしてきた。

まず我々はプロトコルの確立に着手し、侵襲なく採取できる少量のうがい
液中の剥離浮遊細胞から DNA メチル化・ヒストン修飾・遺伝子発現を包括
的に検出しうることを示した。次に、口腔癌群と健常者群からうがい液を採
取し癌抑制遺伝子の異常メチル化を検討したところ、4種の特異的遺伝子を
組み合わせた診断法が高い感度と特異度で口腔癌を検出し得ることを示し
た。また、口腔前癌病変（白板症）に特異的な異常メチル化を見出し、これ
らを指標として高い正診率で白板症を診断できることを示した。

またわれわれは、分子マーカーとしてマイクロ RNA にも注目した。口腔
癌特異的な血清中の新規マイクロ RNA 群を同定し、それらの組み合わせを
バイオマーカーとして口腔癌を高精度に検出できることを見出した。またこ
れらのマイクロ RNA 発現プロファイルを元にした診断アルゴリズムは治療
後の後発リンパ節転移を鋭敏に予測しうることを示した。いっぽう、われわ
れは転移に深く関与している CTC（末梢血循環腫瘍細胞）も癌診断や予後
予測に有用と考え、共同研究グループが開発した新規 CTC 分離チップを用
いて高回収率で腫瘍生細胞が検出されることを既に確認しており、転移動物
モデルや患者の血液から CTC を分離後し、シングルセルの遺伝子解析を計
画している。

以上、これまでの研究成果より、低侵襲で採取できるうがい液や血液によ
るリキッドバイオプシーは口腔癌の検出と予後予測に際して十分に有用な検
査試料であると考えられる。本発表では、これまでの研究結果に加え、民間
企業や共同研究者と行っている臨床応用に向けた取り組みを発表する予定で
ある。

KW3-4
リキッドバイオプシーによる口腔癌プレシジョン治療への
取り組み

○久米 健一、浜田 倫史、中村 康大、松村 吉晃、比地岡 浩志、
杉浦 剛
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　顎顔面 
疾患制御学分野
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公募ワークショップ4

Unusual な再発をする症例とは？

1 月 25 日金 13：15～14：15 B会場（3F 国際会議場）

座長：南川 勉（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）　　　　　　 　 

柳本 惣市（長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野） 

一般的に、がん治療の予後向上には「再発させない・転移させない」が重要であること

は間違いありません。口腔がん治療を専門とする口腔外科医も、自身の信念・技術・知識、

そして経験を活用して治療に従事しているはずです。

しかし、残念ながら全員を救済することができていないのが現実です。原発巣再発、頸

部再発、遠隔転移、合併症などにより予後不良となることもあります。また、これらのな

かには予想、予測できない部位からの再発および転移が発見されたり、また、予測できな

い臨床経過をたどることもあります。たとえば、たくさんのがん治療の臨床において術後

画像を確認した時に、「えっ、なんでこんなところに再発が？」、「まさかっ！！」、「なんで

やねんっ！！」と声を発することもあると思います。

このような数少ない症例を各施設や各個人のみの「経験」にするのではなく、口腔がん

治療を行っている多くの施設で「経験」を共有し、その原因や対処法を検討することは非

常に大切であると考えます。

本ワークショップで、「Unusual な再発をする症例」を出し合うことで「未経験」を減

らすことができ、口腔がん治療成績向上につながると考えている。
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口腔がんは診断技術の進歩により早期発見されるようになり治療成
績は向上してきた。一方で早期癌や初診時に頸部リンパ節転移がなく
比較的良好な予後が期待されるような症例の中にも術後予想外な頸部
リンパ節転移や遠隔転移をきたす予後不良症例が存在する。今回われ
われは当科で経験した unusual な再発転移をきたした舌癌の4症例を
報告する。4例のうち、症例1,2は「予後不良な T1N0早期舌癌の症例」
である。早期舌癌は比較的予後良好とされているが、早期に頸部転
移、遠隔転移をきたし予後不良となった症例である。症例3,4は「健
側再発をきたした pT2N0舌癌症例」である。舌癌（cT2N0M0）の診
断のもと初回治療として原発巣切除と患側頸部郭清を施行し、組織学
的に pN0であったにも関わらず健側頸部再発をきたした症例である。
症例1：51歳男性、舌癌（cT1N0M0）の診断のもと、舌部分切除が
施行され、術後8か月で頸部後発転移、9か月で健側頸部再発を認め、
救済手術と術後化学放射線療法が施行された。17か月で健側頸部再発
と遠隔転移を認め初回治療後30か月で予後不良となった。症例2：50
歳男性、舌癌（cT1N0M0）の診断のもと、舌部分切除が施行され、
術後2か月で頸部後発転移を認め、救済手術と術後化学放射線療法が
施行された。9か月で肺転移を認め、初回治療後15か月で予後不良と
なった。症例3：78歳女性、舌癌（cT2N0M0）の診断のもと、舌半
側切除、患側頸部郭清、前腕皮弁再建を施行し、術後病理結果は
pT2N0（切除断端は陰性）であった。術後11か月で原発巣の再発なく
健側の頸部再発をきたした。救済手術および術後放射線治療を施行
し、2 年3 か月経過した現在再発転移なく経過良好である。症例4：
22歳女性、舌癌（cT2N0M0）の診断のもと、舌亜全摘、患側頸部郭
清、腹直筋皮弁再建を施行し、術後病理結果は pT2N0（切除断端は
陰性）であった。術後5か月で原発巣の再発なく健側の頸部再発をき
たした。救済手術と術後化学放射線療法を施行し7年経過した現在再
発転移なく経過良好である。当科で経験した Unusual な再発転移を
きたした舌癌の 4 例について報告した。（なお TNM 分類は旧分類で
ある）

筋上皮癌は筋上皮腫の悪性型で，腫瘍全体、あるいはほとんどが筋
上皮性細胞よりなり，浸潤性増殖や細胞異型を認めるまれな腫瘍であ
る。全唾液腺腫瘍の1％以下とされており，耳下腺，口蓋に好発する
が、顎下腺原発の報告は極めて少ない。本腫瘍は中～高悪性度腫瘍で
2/3の症例で再発，半数に転移が生じるとされている。

今回われわれは，顎下腺原発筋上皮癌症例に対して手術を実施し，
その後肺転移を生じた1例に対して、ニボルマブなどを用いた化学療
法の治療経験を報告する。

また，筋上皮癌に対して文献レビューを行い，再発・転移および，
その際の治療法に関して考察する。
【症例】24歳，女性。2013年12月に右顎下部腫脹を主訴に受診。2014

年1月に顎下腺腫瘍摘出術実施。病理診断は筋上皮癌で切除断端陽性
が疑われたため，術後放射線外照射70.4Gy 施行。治療後約10か月経
過したところで，肺に多発転移が認められた。その後 EXTREME 試
験5-FU+CDDP+Cmab 療法（2015年3 月－7 月），PTX+Cmab 併用
療法（2015年9-10月），Weekly PTX 療法（2015年11月 ‐ 2017年10
月）を継続的に行い，2017年11月よりニボルマブによる治療を開始し
た。現在まで治療効果判定は SD ～ PD であるが，ニボルマブによる
副作用は認めず。良好な QOL が保たれている。
【考察】本腫瘍は，組織学的には比較的異型性に乏しいものの，血

管浸潤像や被膜浸潤が認めれることもあり，術後も30 ‐ 40％の再発
や，頸部リンパ節，肺への遠隔転移の可能性も指摘されている。筋上
皮癌の治療法としては外科的切除がほとんどの症例で選択されてい
る。化学療法に関しては CDDP の使用例もあり，転移症例に関して
は術後化学療法、放射線治療を勧める報告もあり，ニボルマブ，Cmab
をはじめとした分子標的薬を含めた治療法の提案、確立が期待され
る。

口腔癌は重複癌が多く、中でも肺癌は多い。口腔癌患者において肺
癌の診断の際、重複癌なのか、転移なのか臨床上判別が困難である。
今回われわれは、胃癌の治療歴のある cN0舌癌患者が術前治療中に肺
転移が疑われ、後に頸部転移した症例を経験したので報告する。　症
例は78歳男性。3 か月前から左側舌の腫瘤を自覚していたが、放置。
下顎義歯が不安定になったため、近医歯科を受診し、舌の腫瘤を指摘
され、当科紹介受診となった。既往歴に高血圧（内服加療中）と、1
年前に胃癌で腹腔鏡下幽門側胃切除の治療歴があった。左側舌に35×
25×5mm の周囲に白斑と硬結を伴った外向型の病変を認め、組織生
検にて高分化型扁平上皮癌の診断であった。造影頸部 CT、造影 MRI、
PET-CT を行い、cT2N0M0 stage2と病期診断した。臓器温存目的に
術前放射線併用超選択的動注化学療法を行った（ERT 30Gy, CDGP
使用）。PET-CT で間質性肺炎が疑われたため、胸部 CT を撮影した
ところ左肺 S6/9に6mm の腫瘤と間質性肺炎を指摘された。呼吸器内
科へ対診したところ、舌癌の治療を進めながら、1か月後に再評価す
る方針となった。術前治療終了後、全身麻酔下に舌部分切除を計画し
た。術直前の胸部 CT で左肺の病変の増大を認めたため、舌癌術後に
呼吸器外科で診断的治療目的に左肺部分切除を計画した。舌癌の最終
病理診断は、CR であった。肺の手術直前の胸部 CT で病変が21mm
と急激に増大し、腫瘤が複数確認されたため、手術適応ではないと判
断された。CT ガイド下に病変を生検したところ、扁平上皮癌であっ
たため、舌癌の遠隔転移と診断された。間質性肺炎を認めたためセツ
キシマブやニボルマブが使用できず、FP 療法を行うこととなった。
さらに舌癌術後2 か月半でオトガイ部リンパ節の腫大を認めたため、
造影 CT を撮影したところ、オトガイ部リンパ節に転移リンパ節を認
めた。さらに2か月後には顎下部、上内深頸リンパ節にも転移を認め
た。体重減少、認知症症状も現れてきたため、BSC の方針となった。　
間質性肺炎精査目的に撮影した胸部 CT で指摘された小結節が、舌癌
からの肺転移である症例を経験した。肺癌が疑われた時点では頸部リ
ンパ節転移を疑わせる有意な所見はなく、原発性肺癌や胃癌（高分化
管状腺癌）からの転移も鑑別診断に挙げられたが、組織学的に扁平上
皮癌で、後に同部の頸部リンパ節転移が確認されたことから、舌癌の
肺転移と診断した。

口腔癌の術後には原発巣、頸部、遠隔部位と様々な部位に再発をす
ることがある。再発症例は一般に予後が悪いとされ、その治療法の改
善は口腔癌治療の重要な課題である。再発症例として多くみられるの
は、断端陽性例での原発巣再発例、頸部後発転移や頸部郭清範囲外の
対側の頸部再発例、肺転移を代表とする遠隔転移症例などでこれらは
しばしば経験される。本研究の対象は1999年4月から2016年12月まで
に神戸大学口腔外科を初診で受診され、術前加療をしていない手術に
よる加療を行った口腔癌一次症例595例とした。595例中138例に再発
を認め、最終的に原発巣非制御が35例、頸部非制御が28例、遠隔非制
御が29例であった。こういった再発例の中には稀少な（Unusual）部
位に再発するものも散見された。上記の再発症例の中で再発部位とし
て稀少だったのは、原発巣再発例では、前方部の舌癌に対して舌亜全
摘と下顎骨区域切除を施行した症例で断端陰性にも関わらず元の原発
巣から離れた下顎に原発巣再発した症例が挙げられた。その症例は救
済手術を行うも原発巣非制御となった。頸部再発では頸部好発転移例
や健側への転移症例が多く見られたが、ルビエールリンパ節への頸部
再発症例が5例、後頸部に再発した症例が2例、耳下腺リンパ節に再
発したものが 1 例と少数散見された（重複有り）。これら unusual な
頸部再発例の中で後頸部の症例は2例とも手術による加療で制御でき
たが、耳下腺やルビエールリンパ節に転移していた症例は全例非制御
となっていた。また舌骨近傍への再発例は珍しくなかったが、初回予
防郭清時pN0にも関わらず舌骨近傍に頸部再発した症例が1例あった。
遠隔転移症例はその大半が肺転移症例であったが、少数例であったの
は肝転移5例、骨転移5例、脳転移例2例、腹膜転移1例などが挙げら
れた（重複あり）。稀少遠隔転移症例はいずれも遠隔非制御となって
いた。また稀少転移部位への再発例は再発を繰り返した症例や多数の
転移例に多く見られた。これら unusual な再発症例は総じて予後が悪
い傾向にあった。当日はこれら unusual recuurence（稀少再発）の臨
床経過について具体的な症例を供覧しながら詳細に報告したいと考え
ている。

KW4-3
Unusual な再発転移をきたした舌癌の症例

KW4-4
肺転移を認めた顎下腺原発筋上皮癌のニボルマブを用いた
治療経験～文献レビューによる筋上皮癌の再発・転移，予
後について～

KW4-2
cT2N0M0舌癌の治療中に肺への遠隔転移を認め、後に
頸部転移が明らかになった1例

KW4-1
当科における Unusual な再発症例について

○重田 崇至、松井 太輝、綿越 健太、赤澤 登
兵庫県立がんセンター　口腔外科 ○近藤 英司、山田 慎一、酒井 洋徳、鎌田 孝広、盛岡 昌史、

秋田 大輔、橋詰 正夫、森下 廣太、柴田 哲伸、栗田 浩
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

○檀上 敦、山下 佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

○筧 康正、南川 勉、松田 彩、榊原 晶子、長谷川 巧実、
明石 昌也、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科　口腔外科学分野
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公募ビデオセッション

口腔がん手術で行っている私の工夫

1 月 25 日金 14：20～16：00 A会場（2F 大ホール）

座長：堀江 彰久（独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 歯科口腔外科） 

去川 俊二（埼玉医科大学国際医療センター形成外科）　　　　　  　

このセッションでは各施設で行われている口腔がん手術における工夫について演題を募

集しました。化学療法や放射線治療の進歩により癌の制御率が向上していることは確かで

すが、ステージによっては未だに手術が第一選択となることは事実であります。その中で

手術の技術を一歩でも向上させていくのはわれわれに与えられた義務ともいえます。

内容は、切除、再建、器具においての演題が集まりました。ここでは清書に載っていな

いような工夫や知見を披露していただき、今後の手術技術発展の一助となることを期待し

ます。

手術を見ることは大変刺激になります。ある外科医が普通に行っている手技が、別の外

科医にとっては大発見となることもあります。私は、ある外科医の手術を見学に行った時

に、両手の攝子で遊離皮弁の血管剥離を行っているのを見て以来、自分にとって貴重な手

術手技のひとつになりました。逆に、自分が新たに発見したと思った手術の考え方や手技

が、年上の外科医に前からやっていると言われ（もちろん、その時は腹も立ちますが）、更

に一歩進んだやり方のアドバイスをもらうことで、上達の時間を短縮できたととともに、

先達との交流の価値を再認識もできました。

今回は若手と自称する外科医に、自分の手技の動画でプレゼンしてもらいます。一人で

も多くの先生方に来場していただいて、ちょっとした手技やコツを聞き出すことや、ベテ

ランの先生に更なる助言が加わることで、口腔腫瘍の外科治療に一層の発展をもたらすこ

とと思います。そんなセッションになるよう、座長として最善を尽くしますが、われわれ

が口を挟む間もないような活発な議論も期待しております。
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口腔がんの中で最も多いのが舌癌であり手術症例のうち多くは
舌部分切除である。舌部分切除に関しては舌半側切除に比べ解剖
学的に定型的な手術ではないため、切除の進め方は術者の力量に
よるところが大きいといえる。そこで今回は舌部分切除における
工夫と、切除後の創部の処理の工夫について写真とビデオで述べ
たいと思います。まず、切除範囲の設計では肉眼的診断が重要で
ある。癌周囲の粘膜の異型上皮の確認のためヨード生体染色によ
るヨード不染域の確認であるが、いきなり染色してしまうと原発
巣がはっきりしなくなることがあるため、まずは明らかな癌切除
範囲をマーキングする必要がある。その後ヨード染色をして不染
域を同定して最終的な切除範囲を決めるようにしている。さらに
切除前に局所麻酔をすることにより硬結を触れにくくすることや、
麻酔針刺入部から出血により切除がしにくくなるデメリットがあ
るため局所麻酔は使用しないで電気メスで十分に止血をしながら
切除を行っている。切除後の創に関して以前は小さければ縫縮、
広ければ真皮欠損用グラフトなどを用いて tie over をしていたが、
数年前から PGA シートとフィブリン糊で被覆している。術直後
の腫脹や違和感、治癒後の変形は以前のやり方に比べると少なく
なった。また、切除時の形態がそのまま残るため仮に追加切除と
なった場合もオリエンテーションが付けやすい利点がある。

【目的】頸部郭清術は口腔癌治療を行う上で不可欠な手術であり，
頸部のリンパ節群を系統的連続性を保って脂肪組織とともに一塊
として切除する術式である．本手術では，切開，剥離，止血，結
紮，縫合といった基本的手技を丁寧確実にこなす必要がある．近
年では Energy Device が開発され，手術時間の短縮や出血量の減
少に有用と考えられるが，各機器の特徴を理解し用いる必要があ
る．今回われわれは Energy Device を用いた頸部郭清術と従来の
energy Device を用いない頸部郭清術とを比較し，ビデオを供覧
し各 Energy Device の特徴を呈示する【方法】バイポーラ鉗子型
電気メスの機能を応用した Ligasure Small Jaw（コヴィディエン
ジャパン），Ligasure Exact1（コヴィディエンジャパン），バイ
ポーラと超音波の同時出力による凝固切開装置 Thunderbeat 
Open Fine Jaw（オリンパス），および超音波による凝固切開装置
Harmonic Focus+（ジョンソン＆ジョンソン）を用いた頸部郭清
術と Energy Devie を用いない従来の頸部郭清術とを比較した．

【成績】Energy Device を用いた頸部郭清術では，手術時間の短
縮，出血量の減少，組織内の結紮糸の減少に有用であり，術後出
血など重篤な合併症は認めなかった．【結論】Energy Device は安
全で効率的な頸部郭清術に有効な機器であるが，各機器の特徴を
理解し使用することが重要である．

頸部郭清術は，口腔がんにおける頸部リンパ節転移を制御する
手術で，口腔がんを専門とする先生にとって必須で基本の術式術
式であり，決められた領域のリンパ節群は確実に郭清することが，
治療成績に直結する．口腔がんの頸部郭清領域の決定には，さま
ざまな報告がなされているが，リンパ節転移陽性（N+）症例に対
する supraomohyoid neck dissection （SOHND），つまり Level IV
の郭清を省略することは，現時点では確立されていない．当科で
の頸部廓清術は，臨床的に N0症例では予防的頸部郭清として
SOHND とし，N1以上の症例では Modified radical ND を基本術
式としている．2007年4 月から2014年12月に当院で施行した舌扁
平上皮癌症例に対して頸部郭清術を施行し，N+ であった71例の
うち，Level IV への転移症例は12.7% の 9 例で，3 年 OS は37.5%
と予後不良であった．N+ 症例では，郭清範囲の追加で生じる手
術時間や合併症を制御することで，Level IV の郭清を確実に行う
べきであると考えている．静脈角の処理を伴う Level IV の郭清に
伴う合併症は，神経の損傷，術中多量出血や術後感染のリスク，
リンパ漏や乳糜漏があげられる．今回，当院における頸部郭清術
の手術動画を供覧し，頸部郭清術の術式および合併症への対応に
ついて報告する．頸部郭清術の手術手技について議論することで，
今後の臨床に役立てていきたい．

エナジーデバイスの中でも血管の Sealing に重点が置かれたリ
ガシュアを用いた頚部郭清術を当センターでは2011年から行って
いる。当センターで2017年度に施術された頚部郭清術は145側で
あった。すべての症例でリガシュアを用いている。従来の結紮切
離を伴う頚部郭清に比し、術後体内に残存する異物も減らすこと
が可能であり、諸家の報告と同様に当センターでも手術時間や術
後合併症の頻度も従来と有意差を認めなかった。今回ビデオにて、
頚部郭清術での適切な使用方法や注意点、不必要な結紮糸の遺残
を防ぐコツ等、当センターでの経験とともに供覧する。

VS-1 
舌癌の舌部分切除における工夫

VS-3 
頚部郭清術への Energy Device の応用

VS-2 
頸部郭清術の術式　Level IV の郭清について再考する

VS-4 
エナジーデバイスを用いた無結紮頚部郭清術

○堀江 彰久
関東労災病院歯科口腔外科

○楠川 仁悟、緒方 絹子、篠崎 勝美、轟 圭太、田上 隆一郎、
武富 孝治、中村 守厳
久留米大学　医学部　歯科口腔医療センター

○榎木 祐一郎1）、林 直樹1）、浅野 悠2）、去川 俊二2）、菅澤 正1）

1）埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科 
2）埼玉医科大学国際医療センター 形成外科

○増淵 達夫1,2）、伏見 千宙1）、山崎 森里生1）、田中 惇平1）、
田中 太邦3）

1）国際医療福祉大学三田病院、2）日本歯科大学、
3）公立豊岡病院組合立豊岡病院歯科口腔外科
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口腔がん手術における遊離皮弁再建術の成功のためには，皮弁
への継続した十分な血液還流が不可欠である．皮弁移植後には，
一般にドップラーや pin-prick test を用いて皮弁への血流を評価を
行うが，これらの方法では術中に血管内塞栓の評価はできないた
めに，術後に皮弁壊死を経験することがある．一方，脳外科領域
では脳動脈瘤のクリッピング時にインドシアニングリーン（ICG）
による ICG 血管造影（ICGA）法を用いて，血流の有無を確認し
ている．これは，ICGが近赤外線の蛍光を発する性質があり，CCD
カメラを用いることで，全身投与された血管内の ICG をリアルタ
イムに視覚的に評価できるためである．

我々は，2016年から遊離皮弁再建術時に血管吻合後の血液還流
を ICGA にて術中に視覚的に評価している．その結果，現在まで
に吻合部の静脈血管塞栓を回避できたと思われる 1 症例を経験し
ている．遊離皮弁再建術における ICGA による視覚的血液還流評
価について，動画を用いてその手技を報告する．

下顎再建では、切除から再建までの一連の治療計画を、切除側
の執刀医と再建側の執刀医が共有することが求められる。したがっ
て、複雑な下顎形態を再建するためのシミュレーションソフトの
開発が進んでいる。

下顎再建の主目的には審美と機能の回復にあるが、特に形態回
復には下顎骨形態と軟組織ボリュームの両方が本来の下顎形態に
類似させて再建されることが必要となる。しかし、高価なシミュ
レーションソフトでさえも現時点では下顎骨形態の再建にのみ留
まっている段階にあり、普及はしていない。

我々が開発したレジンフレーム法は、高価なシミュレーション
ソフトを一切使用せず、3D 実体模型を用いて口腔外科医と再建外
科医が下顎骨再建シミュレーションを行うシステムである。その
成果は、本来の下顎骨形態（下顎骨下縁輪郭）の一致率を平均67％
から75％まで改善させた。

本法は、温存骨の整復と再建プレート配置位置を記憶させた装
置（レジンフレーム）を装着し下顎の連続性を回復させ、固定さ
れた再建プレートに沿って移植骨固定を行うため、手術ストレス
は大幅に軽減する。使用するのは常温重合レジン、3D 実体模型お
よび再建プレートであり、導入は容易である。現在、本法による
再建は50症例を超え、審美回復の基礎となる下顎骨下縁形態の再
建目標は達成できた。今後は、再建下顎骨形態を基に軟組織のシ
ミュレーションを行い、さらなる審美形態の回復に挑戦したいと
考える。

VS-6 
インドシアニングリーン血管造影法を用いた遊離皮弁血管
吻合部の術中視覚的血液還流評価について

VS-5 
下顎骨再建の工夫：レジンフレーム法下顎骨再建における
recipient site および donor site のシミュレーション

○江口 貴紀
東芝林間病院　歯科口腔外科

○早坂 純一1）、去川 俊二2）、伊藤 弘人3）、草間 幹夫4）、
森 良之1）

1）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
2）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科、
3）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
4）国際医療福祉大学病院　歯科口腔外科
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看護師・歯科衛生士 
セッション

1 月 25 日金 9：00～10：00 C会場 3F 会議室 (1-3）

座長：池上 由美子（がん・感染症センター都立駒込病院 看護部主任 歯科衛生士）

今回、第37回日本口腔腫瘍学会での歯科衛生士・看護師センションでは、頭頸部腫瘍に

おける周術期等口腔機能管理に関する取り組みや後ろ向きの観察研究、また本年度4月か

ら採用になったエピシル口腔溶液の効果、口腔ケア時の作業効率を考慮した道具の開発な

どの発表が予定されています。

本学会でもシンポジウム2では、「口腔がん治療における周術期等口腔機能管理とは？」

公募ワークショップ1では、「術後合併症を減らす周術期等口腔機能管理とは？」と2つの

周術期等口腔機能管理についての討論が行われる予定です。

平成24年に周術期等口腔機能管理が保険収載され今年で7年目を迎えます。がんと診断

されてから終末期の緩和医療までサポートできるこのシステムを導入し取り組んできた結

果が多くの病院で検討される時期であると考えます。

特に周術期等口腔機能管理への介入当初は、対象患者へ全例介入している病院もあった

と思われますが、臨床経験を重ねることでどの治療選択、どの種類のレジメンによる抗が

ん剤投与か、CRT、BRT 等で歯科衛生士や看護師の介入度の強化の違いや連携する職種

も異なる事等、臨床の最前線で勤務する皆さんは感じていると思います。

この歯科衛生士・看護師セッションでは、上記の経験値を踏まえて、頭頸部癌患者への

口腔ケアについて是非多くのみなさんと闊達に意見を交換し EBM につながる研究への一

歩と口腔健康管理を担う一翼としての知識の醸成の場にしたいと考えています。当日長崎

の地で皆様とお会いすることをとても楽しみにしています。
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【緒言】がん治療に際しては様々な口腔合併症が発症する。これら
による口腔機能の低下が、がん治療の支障となることがある。口
腔機能管理が包括的に行われているが、がん治療を受ける患者に
対する口腔機能管理の有効性、管理内容の基準について検討した
エビデンスレベルの高い報告は少ない。そこで後方視的にがん治
療中の口腔機能管理について検討を行った。【対象および方法】
2016年の 1 年間に当科にて頭頸部癌を除くがん治療に際して歯科
を受診した患者について、診療録より後方視的に口腔機能開始時
期、介入内容、がん治療中の歯性感染症・粘膜炎・不明熱の発症
の有無、がん治療への影響等を検討した。【結果】男性208名、女
性133名で、平均年齢は63.5歳であった。歯科介入時期はがん治療
前が80.4% であった。68.3% が口腔ケアのみを受けており、侵襲的
治療を要した例は20.8% であった。口腔機能管理の完遂率は82.1%
であった。口腔内有害事象の発症率は17.3% であった。がん治療
中に歯性感染症は6.5％に発生しており根尖性歯周炎が40.9% で
あった。不明熱は11.4% に発生し、その原因が口腔内に関連する
ものは5.1％であった。がん治療への影響は6例（1.8%）に治療の
延期・中止がみられた。【考察】口腔機能管理の有効性が確認され
たが、口腔機能管理のガイドラインを作成し均てん化を図る必要
があると考えられた。

【目的】本年度より放射線治療や化学療法による口腔粘膜炎の疼痛
管理としてエピシル口腔用液（エピシル）が保険収載された。そ
こで今回、頭頸部癌治療患者に使用したエピシルの有用性を検討
したので報告する。【方法】2018年5～8月に当科で口腔管理を施
行した頭頸部癌12名（放射線療法1名、化学療法2名、化学放射線
療法9名／男性10名、女性2名／平均年齢68.7歳）を対象とし、原
疾患、併用含嗽剤、麻薬の使用、口腔カンジダの発症、エピシル
使用前後の口腔粘膜炎の診察所見・機能／症状（CTCAE Ver.3）、
痛みの評価スケール（NRS）、患者の使用感について後ろ向きに調
査した。【結果】原疾患は中咽頭癌と喉頭癌が半数を占めた。併用
含嗽剤は半夏瀉心湯10名、リドカイン含嗽水7 名で、麻薬の使用
は2名であった。口腔カンジダ症は9名にみられた。エピシル使用
前後での口腔粘膜炎の診察所見・機能／症状に有意差はなかった
が、NRS では使用前4.5、使用後2.0で有意差を認めた。また9名が
エピシル使用により疼痛緩和などの効果を実感していたが、3 名
は使用後の刺激による疼痛やエピシルの保護膜による違和感など
で使用中止となった。【結語】頭頸部癌治療では口腔粘膜炎による
疼痛から患者の精神的、局所的苦痛が生じるが、その対策として
エピシルは有用であることが示唆された。今後も症例数を増やし
て検討する予定である。

【緒言】　当院では2013年9 月に周術期口腔機能管理専門外来が開
設され、院内他科からの紹介数は経年的に増加している。とりわ
け咽頭・喉頭癌患者における周術期口腔機能管理は口腔内合併症
の予防に極めて重要である。今回、我々は咽頭・喉頭癌患者に対
する周術期口腔機能管理の効果を検討したので報告する。

【対象・方法】　当院耳鼻咽喉科にて咽頭、喉頭、声門上癌と診断
され、入院下に根治的放射線療法（化学療法併用含む）を受けた
患者を対象とした。対象期間は周術期口腔機能管理介入前の2012
年4月から2013年3月および、介入後の2016年10月から2017年9月
とした。入院期間、経口摂取不可期間、熱発率を調査項目とし、
周術期口腔機能管理介入前後で比較検討した。また、全身麻酔下
にて手術施行した患者についても介入前後2 年間で同調査比較検
討した。

【結果】　周術期口腔機能管理介入前と介入後の患者数はそれぞれ
33名、28名であった。入院期間、経口摂取不可期間については有
意差を認めなかった。熱発率が37.5度以上では有意差は認めなかっ
たが、38.0度以上では有意に差が認められた。手術患者では介入
前後で16、12名であり、有意差を認める項目はなかった。

【考察】　放射線療法においては周術期口腔管理が熱発を抑制して
いる可能性が示唆されたが、今回、母集団が少なくその原因の特
定には至っていない。今後は症例を蓄積するとともに、検討を深
めていきたい。

【緒言】がん治療の周術期における手術部位感染や誤嚥性肺炎など
の術後合併症予防のため、周術期口腔機能管理が広く行われるよ
うになり歯科衛生士の役割の重要性が増加している。当科では2015
年より当科作成のアセスメントガイドを用いた周術期口腔機能管
理を歯科衛生士が中心となり行なっている。今回われわれは、当
科の歯科衛生士による口腔がん患者の周術期口腔機能管理の取り
組みとその効果について報告する。【方法】2016年1月～2018年7
月までに当科にて口腔がんの外科療法を行い、その周術期口腔機
能管理において術後平均約10ヶ月まで介入が可能であった25例を
対象とした。術前後の PCR、また口腔機能や清浄度、粘膜や舌、
創部、口腔乾燥の評価については、当科作成のアセスメントガイ
ドを使用し術前から退院後まで継続して評価・検討を行った。【結
果】25例中22例が術前と比較し退院後の PCR が改善した。またア
セスメントスコアの合計は、術後に一時的に悪化するも24例で退
院後も良好なスコアが維持されていた。【考察】当科の歯科衛生士
が行う周術期口腔機能管理は、術前には口腔清掃指導や PMTC、
加えて術後に予測される機能・器質的変化の説明、術直後からは
術後の変化に対応した専門的口腔ケアや口腔清掃指導を行なって
いる。術前から口腔がん患者の周術期口腔機能管理を継続するこ
とにより患者自身の口腔管理の意識が高まり、退院後も良好な口
腔環境が保たれることが示唆された。

NS・DH2 
当科における癌患者の口腔機能管理に関する後ろ向き観察
研究

NS・DH4 
頭頸部癌治療におけるエピシル口腔用液の有用性の評価

NS・DH3 
咽頭・喉頭癌患者を対象とした当科における周術期口腔機
能管理の効果の検討

NS・DH1 
歯科衛生士による口腔がん患者周術期口腔機能管理の取り
組みとその効果について

○中沢 侑香1）、山田 慎一2）、横関 麻里2）、川本 真貴子2）、
梶原 稜2）、森下 廣太2）、太田 亮輔3）、矢谷 実英4）、
鈴木 大介2）、小田切 宏樹2）、柴田 哲伸5）、高橋 絢1）、
宮林 明衣1）、宮崎 詠里1）、東本 珠佳1）、栗田 浩2）

1）信州大学　医学部　付属病院　特殊歯科・口腔外科 
2）信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室 
3）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座 
4）横浜市立大学大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能制御学 
5）JA 長野厚生連　南長野医療センター篠ノ井総合病院　歯科口腔外科

○山内 千佳1）、菱田 純代2）、中根 昇吾2）、澤村 萌香2）、
森田 麻希2）、加藤 伸一郎2）、青木 尚史2）、渋谷 恭之2）

1）名古屋市立大学病院　歯科口腔外科 
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体機能・構造医学専攻　感覚 
器・形成医学講座　口腔外科学分野

○井上 千恵子1）、鈴木 祐子1）、若林 宣江1）、上村 真純1）、
長瀬 加奈1）、杉村 安美1）、三好 香織1）、安野 ななほ1）、
加藤 隆子1）、戸井田 紀子1）、杉浦 康史2）、杉山 知子2）、
野口 忠秀2）、神部 芳則2）、森 良之2）

1）自治医科大学附属病院　歯科口腔外科・矯正歯科 
2）自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座

○田頭 美穂1）、石丸 彩夏1）、北向 由紀子1）、常清 美佑1）、
赤嶺 利沙2）、森 紘一郎3）、永嶌 勝之3）、田中 文恵3）、
勝俣 由里3）、吉住 潤子3）、佐々木 三奈3）、橋本 憲一郎3）、
平木 昭光3）、池邉 哲郎3）

1）福岡歯科大学　医科歯科　総合病院　歯科衛生士部 
2）福岡医療短期大学　歯科衛生学科　専攻科 
3）福岡歯科大学　口腔顎顔面外科学講座
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【緒言】口腔粘膜炎に伴う強い疼痛は経口摂取困難や QOL の低下
の原因となり、治療完遂を妨げることが多い。そのため、がん治
療における口腔内管理において、粘膜炎の疼痛コントロールは非
常に重要である。局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材エピシ
ル® 口腔用液は口腔粘膜炎発症部位に対する外部刺激を遮断し疼
痛を緩和する。一度の使用で約8 時間効果が持続すると言われて
おり、従来の疼痛緩和方法と比較して効率的に効果が得られると
期待する。当院でもエピシル® を導入し、効果、使用方法につい
て検討したので報告する。【対象・方法】口腔粘膜炎リスクが高い
抗がん剤治療および頭頸部がん治療患者を対象とし、粘膜炎のグ
レードに関わらず疼痛の訴えがあった時点でエピシル® 塗布を開
始した。塗布方法は製品付属の添付文書に準じ、効果判定は
Numerical Rating Scale （NRS） と NCI-PRO-CTCAE ITEMS-
JAPANESE （ver.1.0）で行った。【結果・考察】軟口蓋や頬粘膜
に発症した粘膜炎に対しては NRS の低下を認める一方で、舌縁で
は効果が得られなかった。上記塗布方法はエピシル® を舌で患部
に塗り広げなければならないため、舌縁への塗布は困難と考えた。
そこで塗布時の姿勢やシリンジの使用など塗布方法を工夫し、舌
縁に対しても疼痛緩和効果が得られた。今後は塗布方法に加え開
始時期などについてもさらなる検討を行う。

【目的】口腔内の清潔保持は、歯周病や誤嚥性肺炎の予防だけでな
く、生活の質を維持するためにも不可欠である。日常生活動作の
自立度が低下して、自力での口腔内の保清ができないケースには、
介助者による毎日の口腔ケアや歯科衛生士による専門的口腔ケア
が実施される。口腔ケアでは、洗浄用の水等をコップに入れて準
備し、対象者のそばまで必要物品を持参するが、オーバーテーブ
ル上は煩雑で、物品を置く場所に苦慮することがしばしばある。
そのような場合、患者・介助者・物品の距離感が拡大し、作業し
づらい環境となる。そのため、コップを固定してベッド柵に取り
付けることが可能なコップホルダーがあれば、口腔ケアの作業効
率を高めることができると考えた。

今回、口腔ケア実施時の移動を最小限にするための機能を備え
たコップホルダーを検討し成型した。成型した試作品のレイアウ
トやデバイスを中心に報告する。

【方法】
1、口腔ケア用コップホルダーの形態やレイアウトを決める
2、3D データを作成する
3、3D プリンタで口腔ケア用コップホルダーを成形する
4、臨床場面にて仕様を確認し、微調整した

【結果】
口腔ケア用コップホルダーとして、ベッド柵に応じた独自の形

状を考案し、3D プリンタを用いたプラスチック成型によって試作
品が完成した。

新しい道具の作成から業務効率化に取り組み、ケア時間・準備
片付け時間等に主観的な効果が得られた。

NS・DH5 
エピシル® 口腔用液の疼痛緩和効果

NS・DH6 
ベッドサイドにおける作業効率を考慮した口腔ケア用コッ
プホルダーの開発

○鈴木 志保、水谷 美保、原園 陽介、加地 博一、鈴木 恵美子、
加藤 瞳、鈴木 美帆、山城 正司
NTT 東日本関東病院

○戸田 浩司1）、若林 宜江2）、川上 勝3）、井上 千恵子2）、
山川 道代4）、伊藤 弘人5）、森 良之4）

1）自治医科大学附属病院歯科口腔外科、
2）自治医科大学附属病院歯科口腔外科・矯正歯科、
3）自治医科大学看護学部、4）自治医科大学歯学部歯科口腔外科学講座、
5）那須赤十字病院歯科口腔外科
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学術セミナー1

腫瘍に起因した劣化型骨質患者への 
インプラント治療 

―新規インプラントデザイン
FINESIA の提案―

1 月 24 日木 11：40～12：30 B会場（3F 国際会議場）

共催：京セラ株式会社
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学術セミナー1 1月24日木 11：40～12：30

略　歴

2002 年
北海道大学歯学部歯学科 卒業

2005 年
日本学術振興会特別研究員

2006 年
北海道大学大学院歯学研究科博
士課程　修了［博士（歯学）］

2006 年
北海道大学大学院歯学研究科口
腔健康科学講座高齢者歯科学教
室 助教

2010 年
ミシガン大学歯学部生体材料科
学講座補綴科 客員助教・リサー
チフェロー

2012 年
長崎大学大学院医歯薬学総合研
究科 口腔インプラント学分野 
助教

2014 年
長崎大学病院 口腔・顎・顔面イ
ンプラントセンター 講師

2018 年～現在
長崎大学生命医科学域 口腔イ
ンプラント学分野 准教授

公益社団法人日本補綴歯科学会専
門医，一般社団法人日本老年歯科医
学会認定医

GS-1 腫瘍に起因した劣化型骨質患者へのインプラント治療 
―新規インプラントデザイン FINESIA の提案―

○黒嶋 伸一郎
長崎大学生命医科学域　口腔インプラント学分野

米国国立衛生研究所は2000年にX線透過性を主体として考えられてきた骨
質の概念を一新し，骨質とは骨密度とは完全に独立した概念で，骨構造，骨
代謝回転，損傷の蓄積ならびに石灰化などから構成されると定義した．近年
では，骨関連細胞やコラーゲン／生体アパタイト結晶複合体の優先配向など
がその基盤を構築することが明らかにされ，さらには骨に加わる荷重が骨質
を変化させる重要な要因であることも科学的に証明されている．
一方，広範囲顎骨支持型装置が保険収載されて6年が経過したが，対応が

困難もしくは極めて困難であった顎顔面欠損患者への補綴治療が可能となり，
患者の口腔関連QoL を向上できる絶対数は増加した．ところが顎顔面欠損
患者は，腓骨／肩甲骨による顎骨再建手術を受けていたり，顎顔面領域への
放射線治療を受けていたりすることが多く，このような患者の治療状況に起
因して，インプラント埋入部位における「骨質（≠骨密度）」が変性／劣化
している場合が相当数存在すると考えられる．実際，通常の顎骨に埋入され
たインプラントの生存率と比較して，放射線照射が行われた顎骨に埋入され
たインプラントの生存率は有意に低いことが示されている．さらに顎顔面欠
損患者へのインプラント治療は，通常行われているインプラント治療とは
種々の条件が大きく異なるため，上記を総合的に鑑みると「骨質」が患者の
治療経過や結果に多大な影響を与えるものと思われる．
このような患者背景と，新規概念の「骨質」に対する科学的根拠を背景と

して演者らは，荷重により骨質を適応変化させることができるデンタルイン
プラントFINESIA を開発・上市した．そこで本講演では，新規概念への骨
質に対する正しい理解を深めていただくとともに，荷重がどのように骨質を
適応変化させるのかについて触れながら開発経緯を科学的に解説し，さらに
今後の将来展望を述べさせていただこうと思う．
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学術セミナー2

頭頸部がんにおける 
免疫チェックポイント阻害薬

1 月 25 日金 12：20～13：10 B会場（3F 国際会議場）

座長：横尾 聡（群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座）

共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
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学術セミナー2 1月25日金 12：20～13：10

略　歴

1999 年
神戸大学医学部医学科卒業

1999 年
大阪府済生会中津病院内科系研
修医

2001 年
大阪府済生会中津病院消化器内
科専修医

2004 年
大阪府済生会中津病院消化器内
科医員

2005 年
国立がん研究センター東病院消
化器内科 がん専門修練医

2007 年
国立がん研究センター東病院消
化器内科 非常勤医師

2008 年
神戸大学医学部附属病院腫瘍内
科 特定助教

2010 年
神戸大学医学部附属病院腫瘍・
血液内科 特定助教

2010 年
神戸大学医学部附属病院腫瘍・
血液内科 助教

2017 年
神戸大学医学部附属病院腫瘍セ
ンター 特命准教授

資格など

医学博士
日本内科学会認定内科医・総合内科
専門医・指導医
日本消化器病学会消化器病専門医
日本臨床腫瘍学会薬物療法専門医・
指導医
日本臨床腫瘍学会協議員
日本臨床腫瘍学会頭頸部がん薬物
療法ガイダンス作成委員
日本臨床腫瘍学会頭頸部がん診療
連携プログラム WG 長
日本頭頸部癌学会代議員
日本頭頸部癌学会学術委員会委員
日本頭頸部癌学会ガイドライン委
員会委員
独立行政法人医薬品医療機器総合
機構専門委員

受賞歴

2010 年
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法
専門医海外派遣選考採択

2014 年
JCOG データセンター Best 
Study Coordinator 賞

GS-2 頭頸部がんにおける免疫チェックポイント阻害薬

○清田 尚臣
神戸大学医学部附属病院 腫瘍センター

免疫チェックポイント阻害薬の開発が頭頸部がんに対しても盛んに行われ
ており、PD-1受容体を標的とする抗PD-1抗体の一つであるニボルマブの有
効性がプラチナ抵抗性頭頸部扁平上皮癌に対するランダム化第Ⅲ相試験
（CheckMate141試験）において示されました。この結果を基に、2017年3月
より本邦においても頭頸部がんにおいてニボルマブが臨床で使用されていま
す。また、他の免疫チェックポイント阻害薬や、免疫チェックポイント阻害
薬と他の薬剤や放射線治療などとの併用なども臨床試験の結果次第では使用
可能となり、そうすると益々臨床での免疫チェックポイント阻害薬の使用頻
度は増えることが予想されます。
このように、免疫チェックポイント阻害薬の使用頻度が増えるにつれてよ

り重要性が増しているのは免疫関連有害事象の適切な管理です。周知のとお
り免疫チェックポイント阻害薬は、これまでの抗悪性腫瘍薬とは全く異なる
作用機序を有しており、その特徴的な免疫関連有害事象は、頻度は低いもの
の自己免疫的な機序による循環器・呼吸器・消化器・内分泌・神経/筋・血
液疾患など全身的な合併症を生じるため総合的かつ全身的な内科的管理が必
要です。これらの免疫関連有害事象の特徴と管理方法の詳細を中心に本学術
セミナーでは紹介する予定です。
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口腔がん登録説明会
1 月 24 日木 17：00～18：00 B会場（3F 国際会議場）
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口腔がん登録説明会 1月24日木 17：00～18：00

日本口腔外科学会・日本口腔腫瘍学会合同の 
口腔がん登録事業について

中村 誠司
（公社）日本口腔外科学会・口腔外科疾患調査委員会委員長

長谷川 和樹
（一社）日本口腔腫瘍学会・口腔がん登録委員会委員長

がん登録とは、がんの罹患数や転帰などの状況を把握・分析する仕組みであり、がん
罹患率、がん生存率、治療効果などのがん対策の基礎となるデータを把握するために必
要なものである。2016年1月から「全国がん登録」制度が始まり、がん患者が全国のど
この医療機関を受診しても、そのデータが都道府県に設置された「がん登録室」を通じ
て集められ、国のデータベースで一元管理されるようになった。
これを良い機会として、口腔外科における口腔がん診療の実態、さらには治療成績な

どの診療実績を把握できないかと考え、日本口腔外科学会と日本口腔腫瘍学会とで「口
腔がん登録合同委員会」を設置して協議をした結果、両学会の共同事業として2018年1
月より「口腔がん登録」を開始することになった。
本登録は、日本口腔外科学会が行っている口腔外科疾患調査と併せて実施し、初年度

は日本口腔外科学会の認定研修施設を対象とし、義務とはせずに開始したが、2019年か
らは日本口腔腫瘍学会の口腔がん専門医指定研修施設と同様に、日本口腔外科学会の認
定研修施設においても登録が義務化される予定である。
本登録の事務局およびデータ収集センターは信州大学付属病院臨床研究支援センター

に外部委託し、同センターが所属している大学病院臨床試験アライアンスの臨床研究支
援システム（ACReSS）を利用しているが、現在までのところは特に大きな問題なく
データ収集が進んでいる。
今回の説明会では、「口腔がん登録」の重要性や必要性、信州大学臨床研究支援セン

ターとの連携や登録の流れ、調査項目を説明するとともに、現在までにいただいた多く
の問い合わせの内容についても解説したいと考えている。今回の我々の説明により、「口
腔がん登録」についての理解がさらに深まり、開始された本事業が円滑に行えるよう、
多くの先生方にご参加いただければ幸いである。
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一般演題（口演）
口演１	 「悪性腫瘍１」 1-C-1～1-C-5

口演２	 「悪性腫瘍２」 1-C-6～1-C-10

口演３	 「悪性腫瘍３」 1-C-11～1-C-17

口演４	 「再建」 1-C-18～1-C-24

口演５	 「臨床統計１」 1-C-25～1-C-29

口演６	 「臨床統計２」 1-C-30～1-C-33

口演７	 「悪性腫瘍４」 1-D-1～1-D-5

口演８	 「悪性腫瘍５」 1-D-6～1-D-10

口演９	 「再建他」 1-D-11～1-D-17

口演10	 「化学療法」 1-D-18～1-D-24

口演11	 「基礎研究」 1-D-25～1-D-31

口演12	 「臨床研究１」 2-C-1～2-C-7

口演13	 「臨床研究２」 2-C-8～2-C-14

口演14	 「薬物療法・放射線療法」 2-C-15～2-C-21

口演15	 「病理」 2-B-1～2-B-6

口演16	 「良性腫瘍１」 2-C-22～2-C-26

口演17	 「良性腫瘍２」 2-C-27～2-C-31
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1-C-1
本態性血小板血症を伴った口蓋部扁平上皮癌の1例

◯寺沢 史誉、白水 敬昌、藤田 珠理、中尾 巧晃、嘉悦 淳男
豊橋市民病院 歯科口腔外科

【緒言】本態性血小板血症（Essential thrombocythemia：ET）は
巨核球，血小板系統の骨髄増殖性腫瘍で高度な血小板増加症によ
る血栓症のみならず，機能異常を伴う場合には出血傾向を生ずる
まれな疾患である．今回われわれは，本態性血小板血症を伴った
口蓋部扁平上皮癌の1 例を経験したため報告する．【症例】78 歳，
男性．2017 年5 月頃より左硬口蓋の違和感を自覚．近医歯科を経
て当科を紹介受診．初診時に左硬口蓋に8 mm 大の潰瘍性病変を
認めたが，頸部リンパ節に明らかな異常を認めなかった．生検に
て扁平上皮癌の診断を得たうえで手術を予定．併存疾患である ET
は94 年に某病院血液内科で診断 . ヒドロキシウレアにて治療中で
あったが，2011 年に副作用により中止しラムニスチンへの変更を
経て2015 年よりアナグレリドへ変更された．【治療経過】術前検
査で血小板数が160万 /μl と高値を認めたため当院血液内科へ対診
し，そのコントロールを目的にアナグレリド＋ブスルファンの投
与を開始．血小板数60 - 80万 /μl を目標値としコントロールを開
始し，血小板数が64万 /μl となった2017 年6 月中旬に入院のうえ
第2 病日に手術を施行．術後は出血，血栓形成ともに認めず経過
良好で第7 病日に退院．現在までに癌の再発や転移なく全身状態
を含め経過良好．

1-C-2
侵襲的歯科治療が契機となり汎下垂体機能低下症が顕在化
した舌癌の1例

◯大橋 祐生、小野寺島 慧、角田 直子、宮本 郁也、山田 浩之
岩手医科大学　歯学部　口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

【緒言】汎下垂体機能低下症は、副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）
などの様々なホルモンの分泌が傷害される内分泌系の疾患で、分
泌が低下したホルモンの種類によって多様な臨床症状を呈する。
今回われわれは、舌癌の生検と抜歯を行った後に、汎下垂体機能
低下症が顕在化した一例を経験したので、その概要を報告する。

【症例】患者は68歳の男性で、舌の潰瘍を主訴として来院した。右
側舌癌（cT2N0M0）の診断にて、生検と腫瘍刺激歯の抜歯を行っ
た。その後、低ナトリウム血症が進行し、電解質補正を行ったが
改善しなかった。CRH 負荷試験にて ACTH とコルチゾールの反
応がみられず、頭部 MRI では下垂体後葉が萎縮していた。汎下垂
体機能低下症と診断され、ステロイド補充療法が行われた。その
後、一時的に意識レベルが低下したが、回復したためステロイド
カバー下に舌部分切除術を行った。術後1 年2 か月が経過した現
在、舌癌の再発や汎下垂体機能低下症による臨床症状の再燃を認
めず、経過良好である。【考察】本症例は、汎下垂体機能低下症が
徐々に進行し、予備能が低下した状態で侵襲的歯科処置が行われ、
臨床症状が顕在化したと考えられる。外科的な侵襲を契機として
副腎クリーゼが生じる危険性があり、侵襲的な歯科処置後の経口
摂取量の低下や倦怠感などの症状を認める際は、本症例のように
内分泌疾患が隠れている可能性があり、注意が必要であると考え
られた。

1-C-3
Trousseau 症候群を合併した歯肉癌の１例

◯貝淵 信之1）、岡本 俊宏1,2）、赤城 裕一1）、深田 健治1）、
安藤 智博1）

1）東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、
2）東京女子医科大学　八千代医療センター　歯科口腔外科

【緒言】Trousseau 症候群は悪性腫瘍に伴う血液凝固亢進により脳
卒中症状を生じる病態である。原因となる悪性腫瘍として卵巣癌、
乳癌などが知られているが口腔癌での報告は稀である。今回我々
は、Trousseau 症候群と診断された歯肉癌の1例を報告する。【症
例】患者は91歳、女性。2016年10月に上顎歯肉癌に対して上顎部
分切除術を施行。2017年5月経過観察のために撮影した MRI で右
小脳梗塞を認めたため、当院脳神経内科を受診しバイアスピリン
100mg/ 日の投与が開始された。2017年12月 PET-CT で右側下顎
歯肉及び右側頸部リンパ節に FDG の異常集積を認めた。同月、全
身麻酔下下顎骨辺縁切除術、肩甲舌骨筋上頸部郭清術、頸部島状
皮弁移植術施行。術後1日目に呼吸困難の訴えあり、CT 撮影した
ところ気道の狭窄を認めたため気管挿管を行い ICU 管理となっ
た。術後5 日目に抜管となったが、上下肢に運動障害（NIHSS 2
点）あり、頭部 MRI で前大脳領域に新規の多発脳梗塞を認めた。
当院脳神経内科に対診したところTrousseau症候群と診断された。
ヘパリン1万単位 / 日持続投与、ラジカット120mg/ 日の投与が開
始され、投与22日目には運動障害は改善した。その後、リハビリ
病院に転院となった。【結語】Trousseau 症候群を合併した歯肉癌
の１例を経験したので報告した。

1-C-4
舌扁平上皮癌の術後26年に生じた腺扁平上皮癌の1例

◯隅田 賢正、飯田 明彦、小林 孝憲、成松 花弥
長岡赤十字病院　歯科口腔外科

【緒言】腺扁平上皮癌（Adenosquamous carcinoma: ASC）は、扁
平上皮、腺組織両者への分化をしめす扁平上皮癌の亜型で、口腔
内での発生はまれである。今回、舌扁平上皮癌の術後26年に生じ
た ASC の 1 例を経験した。【症例】患者：77歳、男性。主訴：舌
の痛み。既往歴：糖尿病、左側視神経萎縮、虫垂炎、鎖骨骨折。
現病歴：1991年（50歳時）に左側舌扁平上皮癌（cT1N1M0）の診
断で左側舌部分切除術、左側根治的頸部郭清術を施行した。定期
的に経過観察を行っていたが、2007年頃から切除断端後方にびら
んが出現した。細胞診、生検を行ったが病理組織学的には腫瘍性
変化は認められなかった。その後2017年8 月に同部に疼痛が出現
した。現症：全身所見；161cm、52kg。口腔外所見；頸部に腫大
リンパ節は触知しなかった。口腔内所見；左側舌縁後方に長径
17mm の赤色肉芽様病変が認められた。処置および経過：細胞診
にて Papanicolaou class V、生検にて ASC の診断を得、左側舌部
分切除術を施行した。病理組織学的には、扁平上皮様部分と腺様
部分の二方向性分化が認められ、生検と同様に ASC と診断した。
術後10か月の現在、再発や転移はない。【結語】扁平上皮癌の後方
切除断端に生じたため、長期経過後であったが再発と診断した。
ASC は予後不良とされていることから、厳重な経過観察が必要で
ある。
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1-C-5
白板症・乳頭腫術後に生じた下顎歯肉乳頭状扁平上皮癌の
一例

◯日笠 紘志1）、榊原 典幸1）、水野 貴行1）、加藤 卓己1）、
竹川 英輝1）、箕輪 和行2）

1）日鋼記念病院　歯科口腔外科、
2）北海道大学大学院　歯学研究科口腔病態学講座　歯科放射線学教室

【緒言】乳頭状扁平上皮癌は扁平上皮癌の異なる亜型の一つとして
分類されており、口腔領域での発生頻度はきわめて稀である。今
回、我々は白板症・乳頭腫術後の下顎歯肉に生じた乳頭状扁平上
皮癌の一例を経験したのでその概要を報告する。【症例】79歳女性

【主訴】歯茎のできものが気になる。【既往歴・家族歴】特記事項
なし【現病歴】2014年11月、右側下顎6 部歯肉に白色病変を自覚
し当科受診。同年12月に全身麻酔下で切除生検を施行し白板症の
病理診断となった。経過観察中の2016年3 月、切除部位に歯肉腫
瘤を認め、切除生検を行ったところ乳頭腫の病理診断となった。
2017年10月、同部位に疣贅状の歯肉腫瘤の再発を認めた。【現症】
右側下顎6 部歯肉の腫瘤は長径10mm 大、弾性軟、表面細顆粒状
であった。疼痛等の自覚症状は認めなかった。頸部リンパ節に特
記所見なし。【画像所見】CT にて右側下顎6部頬側歯槽骨の骨破
壊像を認め、また MRI では拡散強調像で信号上昇、拡散係数の低
下あり、初期歯肉癌の可能性が示唆される所見であった。【臨床診
断】右側下顎歯肉腫瘍【処置および経過】局所麻酔下にて腫瘤の
全摘生検を施行。病理組織診断は乳頭状扁平上皮癌であった。同
年11月、右側下顎骨辺縁切除術を行った。現在術後9ヶ月、再発・
転移の所見なく経過良好である。【結語】乳頭状扁平上皮癌は扁平
上皮癌の亜型とされ再発・遠隔転移の可能性もあるため、長期的
な経過観察が必要と思われた。

1-C-6
薬剤性血栓性微小血管障害症が疑われた舌癌の1例

◯脇田 壮、堀部 宏茂、丹下 和久
春日井市民病院　歯科口腔外科

【緒言】血栓性微小血管障害症（TMA）は，臨床的に血小板減少，
溶血性貧血に加え，腎臓などの臓器障害を認める症候群である．
今回われわれは，舌癌に対して超選択的動注化学放射線治療を施
行し，その後薬剤性 TMA が疑われた 1 例を経験したので報告す
る．【症例の概要】患者は71歳，男性．口腔内の出血を主訴に来科
した．既往歴に未治療の糖尿病．初診時左舌縁からの腫瘍性出血
を認め，腫瘍は広範囲に広がり複数個の頸部リンパ節腫大も認め
た．左舌癌 T4aN2bM0の診断下で， 5-FU，TXT，CDGP，放射
線照射50Gy による超選択的動注化学放射線治療を施行し，画像上
腫瘍性病変は消失した．治療終了4 か月後，腎機能低下，溶血所
見，血小板減少を認めたため当院腎臓内科対診．ADAMTS13活
性著減なく，DIC は否定された．糖尿病薬中止したところ血小板
減少，溶血性貧血，腎機能低下は改善を認めたため薬剤性 TMA
の診断となった．治療終了1 年後，胸水による呼吸不全にて永眠
された．【結語】周術期管理において血小板減少，溶血性貧血，腎
臓などの臓器障害を認める場合には TMA も念頭において管理を
行う必要がある．

1-C-7
下顎臼後部に発生したリンパ上皮癌の1例

◯町田 智正1）、荘司 洋文1）、猪俣 徹1）、北詰 栄里1）、
岡部 貞夫2）、辺見 卓男2）、岩田 洋2）、姫野 敬生3）、
山口 昌彦3）、出雲 俊之2）、柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、
2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科、
3）彩の国東大宮メディカルセンター　歯科口腔外科

【緒言】リンパ上皮癌は，反応性のリンパ球，形質細胞の浸潤を伴
う低分化型扁平上皮癌または未分化癌であり，上咽頭に多く認め
られるが，口腔での発生はまれである。われわれは下顎臼後部に
発生したリンパ上皮癌の1例を経験したので報告する。【症例およ
び治療経過】症例：76歳，男性。現病歴：2018年2 月に右側臼後
部に腫瘤形成を認めたため精査加療目的で受診した。現症：右側
臼後部に14×12ｍｍ大の境界不明瞭な硬結を伴う潰瘍を認め，
LevelIIA に頸部リンパ節転移を認めた。生検にて肉腫様の変化を
伴った扁平上皮癌（以下 SCC）の診断を得た。処置および経過：
右側臼後部癌（cT2N1M0, SCC）の診断のもと，同年3 月に右側
下顎骨辺縁切除術および全頸部郭清術を施行した。病理組織学的
所見では EBER-ISH 陽性を示す腫瘍細胞からなるリンパ上皮癌

（pT2N2bM0）の診断となり，原発および頸部に60Gy/30Fr の放
射線単独照射を施行した。現在，再発転移はないが慎重に経過観
察中である。【結語】リンパ上皮癌は，2017年に発刊された WHO 
の Head and Neck Tumours （4th Edition）では扁平上皮癌の1亜
型として分類され，リンパ節転移を伴うことが多く病期分類は高
度に位置づけられている。しかし，本腫瘍は放射線感受性が高い
ことから放射線療法を併用することで生存率向上につながるとさ
れている。自験例においても術後に放射線照射を施行した。悪性
度が高い症例ではあるため今後も厳重経過観察が必要である。

1-C-8
Stenon’s 管に発生した Mammary analogue 
secretory carcinoma の1例

◯加藤 禎彬1）、西山 明宏1）、柴原 孝彦2）、片倉 朗1）

1）東京歯科大学　口腔病態外科学講座、
2）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座

【緒言】乳腺類似分泌癌（Mammary analogue secretory carcinoma：
以下 MASC）は2010年に Skalova らによって最初に報告された唾
液腺腫瘍である。MASC は2017年の WHO 分類にて分泌癌に分類
された。発生頻度は唾液腺癌の約10％とされている。耳下腺の腺
体に好発することが多く、腺管に発生することは比較的稀である。
病理組織学的に腫瘍細胞はチモーゲン顆粒を欠き、乳頭嚢胞構造
を示す。免疫組織学的に CK19、mammaglobin、S-100タンパク、
vimentin に対して高率に陽性を呈する。腺房細胞癌との鑑別が難
しくこれまで腺房細胞癌と診断されたものの約半数は MASC の可
能性があるといわれている。腺房細胞癌と比較してリンパ節転移
率が高いとされている。今回われわれは Stenon’s 管に発生した
MASC の 1 例を経験したので報告する。【症例の概要】67歳、女
性。2016年1 月左側頬部の腫脹を自覚。2017年10月徐々に増大傾
向を示したため精査・加療のため当科に紹介され受診した。左側
頬粘膜に20mm の半球形、可動性で弾性軟の腫瘤を認めた。造影
MRI の T1orT2強調どちらも左側頬粘膜下に直径20mm 大の内部
に増強効果のない腫瘤を認めた。11月穿刺吸引細胞診行い、Class4
であった。12月に唾液腺悪性腫瘍の診断で全身麻酔下に悪性腫瘍
切除術を行った。最終病理組織診の結果は MASC であった。現在
再発もなく経過は良好である。【結語】Stenon’s 管に発生した
MASC の1例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。
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1-C-9
舌に初発症状を呈した皮膚 γδT 細胞リンパ腫の一例

◯小田切 宏樹、近藤 英司、森下 廣太、橋詰 正夫、秋田 大輔、
盛岡 昌史、酒井 洋徳、山田 慎一、栗田 浩
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

【緒言】皮膚 γδT 細胞リンパ腫は、皮膚 T 細胞リンパ腫の 1% 未
満と非常に稀なリンパ腫である。今回、われわれは舌に初発症状
を呈した皮膚 γδT 細胞リンパ腫を経験したので、概要を報告する。

【症例】患者は76歳、女性。2016年3月より舌に腫瘤を自覚し近歯
科医を受診、精査加療をすすめられ4月下旬当科受診となった。初
診時の口腔内は左側舌背に20×20mm 大の表面平滑で弾性軟の
ドーム状腫瘤を認めた。同部はMRIのT2強調画像で高信号であっ
た。生検で悪性リンパ腫が疑われ、FDG-PET 検査を行ったとこ
ろ、舌以外に頸部リンパ節や背部皮膚、頭板状筋・肋間筋・脊柱
起立筋などの筋肉、腸骨など全身に集積がみられた。当院血液内
科を対診し、同科で背部腫瘍の生検や各検査が行われ、皮膚 γδT
細胞リンパ腫と診断された。8 月より CHOP 療法が開始され、2
コース終了後、FDG-PET 検査で集積部位は消失した。舌の腫瘤
も消退し，同部の再生検を行ったが腫瘍残存の所見はみられず完
全奏効したと考えられた。現在まで経過観察が行われ再発は認め
ていない。【考察】皮膚 γδT 細胞リンパ腫は非常に稀なリンパ腫
であり、舌に初発症状を呈した例はわれわれが渉猟した限り、本
症例のみであった。また、本症例は CHOP 療法が完全奏効した
が、予後は極めて不良との報告もみられるため、今後も厳重な経
過観察が必要と考える。

1-C-10
診断に苦慮した下顎歯肉癌術後に生じた壊疽性膿皮症の1
例

◯今井 智章1）、墨 哲郎2）、岩井 聡一1）、中澤 光博1）、
鵜澤 成一1）

1）大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室、
2）市立豊中病院　歯科口腔外科

【緒言】壊疽性膿皮症（PG）は原因不明の急速進行性の潰瘍性皮
膚疾患であり、まれに手術創周囲から発症することがある。その
初期症状は術後創部感染（SSI）と似ているため診断に難渋するこ
とが多い。 

【症例経過】72歳女性。他大学で左側下顎歯肉癌（扁平上皮癌）に
対して、切除手術と後発転移に対する左側頸部郭清術、頸部照射
が行われた。下顎に再発し、200X 年に当科を受診した。下顎歯肉
癌再発 rT2N0M0に対して、下顎骨辺縁切除術、右側上頸部郭清
術、D-P 皮弁再建術を施行した。術後6 日目に発熱、下痢と皮弁
挿入部周囲皮膚の発赤、排膿、接触痛が認められた。SSI と判断
し、抗菌薬の変更、壊死組織除去とドレナージを施行したが、術
後13日目には病変は、周囲に紅斑と青紫色の穿掘性境界を伴う有
痛性の壊死性潰瘍が患側頸部全般に拡大した。培養検査では細菌
は検出されなかった。経過より皮膚科では PG が強く疑われ、術
後15日目よりプレドニゾロン投与が開始され、数日で顕著な改善
が得られた。皮膚生検では、好中球を主体とする著明な炎症性細
胞浸潤が認められた。以上の所見および経過により PG の診断が
確定した。 

【考察】術後、高熱と強度の炎症反応を伴い、紅斑性丘疹や多発性
膿疱、有痛性の壊死性潰瘍などの皮膚病変が手術創周囲に出現し
た場合、PG を念頭におきつつ皮膚科との連携下で診断および治
療にあたるべきと考えられる。

1-C-11
下顎歯肉転移を生じた悪性胸膜中皮腫の1例

◯多田 晋也、末松 基生
明和病院　歯科口腔外科

【緒言】悪性胸膜中皮腫（Malignant Pleural Mesothelioma:MPM）
は代表的なアスベスト関連疾患で，胸腔内面を覆う一層の中皮細
胞に発生するきわめて予後不良な疾患である．今回われわれは下
顎歯肉に転移を生じた MPM の 1 例を経験したのでその概要を報
告する． 

【症例の概要】患者は70歳男性，下顎左側歯肉の腫瘤を主訴として
当科を初診した．左下6 の頬側と舌側遠心歯肉に，それぞれ15×
15mm，10×10mm の表面平滑で弾性軟の有茎性腫瘤を認めた．頬
側腫瘤の生検を施行したところ，病理診断は紡錘細胞癌であり，
MPM 原発部位の組織標本所見と類似したことから下顎歯肉転移
性腫瘍と診断した．PET-CT 所見より他に，右側胸膜，膵体部近
くの腸間膜根部リンパ節，左側殿筋内にも異常集積を認めたが，
他院呼吸器内科主治医と協議した結果，今後の QOL 維持目的で
口腔内腫瘍の切除術を施行した．術後4 か月時点で，全身化学療
法中であるが，口腔内に再発や新たな腫瘍の出現，手術による後
遺症は認めず，局部床義歯を装着して経口摂取を継続している． 

【結語】MPM の下顎歯肉転移に対し，切除術を施行した1例を経
験したので報告した．

1-C-12
ダウン症候群患者に生じた下唇癌の1 例

◯藤田 珠理、白水 敬昌、嘉悦 淳男、寺沢 史誉、近藤 佑亮、
中尾 巧晃
豊橋市民病院　歯科口腔外科

【緒言】ダウン症候群はその約95 ％が21 染色体のトリソミーによ
り発症する．様々な合併症を呈するものの治療成果により，日本
人ダウン症候群患者の平均寿命は現在50 歳を超えている．白血病
の発症リスクは高いが，固形癌の発症は非常に少ないとされてい
る．今回われわれはダウン症候群患者に生じた下唇癌を経験した
ためその概要を報告する . 

【症例】76 歳，女性．ダウン症候群にて成人知的障害施設に入寮
中．併存症： 高血圧症，気管支喘息，骨粗鬆症．現病歴：2016 年
2 月上旬より下唇に腫瘤を自覚，近医歯科口腔外科を受診し，生
検で扁平上皮癌と診断された．同月下旬，治療目的に当科を紹介
受診．現症：ADL は自立，PS 1．下唇粘膜正中に10×8mm，周
囲に軽度の硬結を伴う無痛性の腫瘤を認めた．画像所見：造影 CT 
では，下唇正中部に最大径1.0cm の造影効果を伴った不整形結節
を認めた．リンパ節の病的腫大は認めなかった．臨床診断：下唇
扁平上皮癌（cT1N0M0）．経過：同年3 月，全身麻酔下に腫瘍周
囲に約10mm の安全域を付与したうえでくさび状に切除，創は一
時縫縮とした．現在再発・転移なく，審美的・機能的にも良好に
経過している . 

【結語】本邦において，口唇癌の発生頻度は口腔癌全体の 1 ％程
度と報告されている．本来，固形癌の発症の少ないダウン症候群
患者に生じた下唇癌を経験したため報告する．
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1-C-13
上顎骨に発生した孤立性形質細胞腫の一例

◯山形 優子1）、小井田 奈美1,2）、三澤 常美1）、原田 浩之2）

1）地方独立政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院　口腔外科、
2）東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

形質細胞腫（plasmacytoma）は形質細胞の単クローナル性増殖を
きたす腫瘍性疾患であり，多発性骨髄腫，形質細胞性白血病，孤
立性形質細胞腫，髄外性形質細胞腫の4種類に分類されている．骨
の孤立性形質細胞腫の発生頻度は全形質細胞腫瘍の3～5％といわ
れおり，発生部位は脊椎骨，頭蓋骨が多く，顎骨に単独で発生す
ることは非常にまれとされている . 今回われわれは，上顎骨に生
じた孤立性形質細胞腫を経験したので報告する．患者は83歳、男
性．2018年6 月右側上顎前歯部歯肉の腫脹を主訴に当科を受診し
た．上顎前歯部歯肉右側から正中に3.0×2.5cm 大，分葉状で暗青
色を呈する表面滑沢な腫瘍を認めた．生検を施行し，形質細胞腫
の診断を得た．CT 所見では上顎正中部に骨吸収を伴う外向性に
膨張する腫瘍を認め，頚部を含め他の部位に骨腫瘍や転移を疑う
リンパ節は認めなかった．PET/CT 所見では，上顎に孤立性の集
積を認め，他の骨や臓器に浸潤を疑う集積は認めなかった．以上
の結果から， 上顎骨に限局する孤立性形質細胞腫（solitary 
plasmacytoma of bone）の診断を得た。血液内科にコンサルトし
放射線治療の方針となったが，腫瘍が急速に増大したため，腫瘍
切除後照射とし 7 月に切除術および周囲歯牙抜歯術を施行した．
2018年8月現在，放射線治療中（46Gy 照射予定）である．

1-C-14
臼後部に発生した明細胞型粘表皮癌の1例

◯片岡 利之、赤城 裕一、貝淵 信之、深田 健治、安藤 智博
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室

【緒言】粘表皮癌の一型である明細胞型粘表皮癌の発生は大変に稀
ある。今回われわれは、臼後部に発生した明細胞型粘表皮癌の 1
例を経験したのでその概要を報告する。【症例と経過】　症例は69
歳女性。約1 年前より左頬粘膜の違和感を自覚していたが医療機
関を受診していなかった。近在歯科医院に相談したところ精査を
勧められ、2017年11月に当科を初診となった。左側下顎臼後部に
10ｍｍ大の暗赤色で外向性の腫瘤を認めた。左側下顎臼歯は欠損
していたが可撤性義歯は使用していなかった。擦過細胞診で Class 
2、MRI では病変を描出しなかった。静脈内鎮静法併用局所麻酔
下に腫瘍を全摘出した。病理組織は、扁平上皮様細胞が腫瘍の辺
縁にみられ、淡明な細胞質を持つ細胞が充実胞巣状に増殖してお
り、少数の細胞内には PAS 染色陽性物質が含まれていた。病理診
断を明細胞型粘表皮癌とした。腫瘍と周囲組織との癒着はなく、
切除断端は陰性により、慎重な経過観察の必要性を説明し追加切
除は行わなかった。術後1 年を経過し、局所再発や転移を認めず
経過良好である。【考察および結論】　小唾液腺原発の腫瘍のうち
臼後腺での発生は稀であるが、発生する腫瘍は悪性であることが
多く、病理学的には粘表皮癌であることが多い。明細胞型粘表皮
癌の予後に関する報告はいまだみられず、挙動や悪性度に関する
症例の集積が重要である。今後も厳重に経過観察の予定である。

1-C-15
舌腹原発脱分化扁平上皮癌の一例

◯草深 公秀1）、竹内 照美1,2）

1）静岡県立静岡がんセンター　病理診断科、
2）静岡県立静岡がんセンター  歯科・口腔外科

【背景】舌癌は通常、側縁部に発生するが、舌腹に発生することは
稀である。左舌腹部に発生し、特異な組織像を呈した舌癌を経験
したので報告する。【症例】69歳男性。主訴は感冒・咽頭痛。喫煙
20本 / 日、焼酎1 合毎日 , Flusher （+）。20XX 年12月に上記主訴
にて近医を受診。その際、左舌腹部に腫瘍性病変を指摘されて、
当院を受診。左舌腹部に粘膜下腫瘍様の硬結を触れ、表面にはび
らんを認める。T1強調画像でエンハンスされる直径25mm 大の腫
瘍を認める。cT4N2bM0の評価にて、20XX+1 年1 月に左舌亜全
摘＋下顎辺縁切除・両側頸部郭清を施行。3年8ヶ月経つが、無病
生存。【病理】分葉状に増殖する腫瘍を認める。腫瘍細胞は類円
形・均一で、角化は見られず、細胞間橋も明らかではない。表面
のびらん部に CIS を認める。免疫染色では、AE-1/3, CAM5.2, 
EMA がびまん性に陽性で、CK7, CK5/6, CK14, CK17, p40が部分
的に陽性。SMARCB1の欠失はない。NCAM は部分的に陽性。
EBER-ISH は陰性。Ki-67標識率は94%。【考察・結語】表面に CIS
を認めたこと及び p40等の扁平上皮マーカーが一部で陽性になっ
たことから、元々は扁平上皮癌として発生し、それが脱分化して
進展したものと考えた。NCAM 以外の神経内分泌マーカーは陰性
なので、神経内分泌癌とは言えず、また、EBER-ISH も陰性なの
でリンパ上皮癌でもない。本症例のような口腔扁平上皮癌の脱分
化は稀な現象であり、舌腹での癌の発生も極めて稀である。

1-C-16
下顎骨に発生した歯原性癌腫の1例

◯原 夕子1）、小玉 直樹1）、池田 順行1）、小山 貴寛1）、
勝見 祐二1）、新垣 元基1）、隅田 賢正1）、木口 哲郎1）、
西山 昌秀2）、林 孝文2）、山崎 学3）、田沼 順一3）、永田 昌毅1）、
高木 律男1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科学分野、
2）新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野、
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野

【緒言】歯原性癌腫は歯原性上皮に由来する悪性腫瘍であり、その
発生は稀とされる。今回我々は下顎骨に発生した歯原性癌腫の 1
例を経験したので報告する。【症例】患者：61歳、男性。現病歴：
1 年前に右側下顎の腫脹を自覚し、近医歯科で根管治療を続ける
も改善なく、紹介元病院を経て2017年12月に当科を受診した。現
症：右側下顎に膨隆を認め、右側下唇には知覚低下がみられた。
画像検査：右側下顎枝から小臼歯の下顎骨中心性に骨を破壊吸収
し咀嚼筋へ浸潤する長径5 cm の造影される病変を認めた。リン
パ節転移および遠隔転移は検出されなかった。生検病理所見：紡
錘形細胞のシート状増殖がみられ、免疫組織化学的所見から歯原性
癌腫と考えられた。診断：下顎骨中心性の歯原性癌腫（cT4bN0M0）
とした。【処置および経過】2018年1月全身麻酔下に下顎骨半側切
除術および再建用チタンプレートによる即時再建術を施行した。
安全域は10 mm とした。切除物の病理所見では下顎骨内を主座と
し、口腔粘膜上皮との連続性を欠く CK19陽性の上皮性悪性腫瘍
であり、エナメル上皮癌に特徴的な所見に乏しく、硬化性歯原性
癌や明細胞歯原性癌にも合致しなかったため、最終診断を原発性
骨内癌 , NOS とした。切除断端への腫瘍の露出はなく、2018年9
月現在で再発や転移なく経過観察中である。
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1-C-17
臼後部に発生した明細胞癌の1例

◯安井 佑太1）、相馬 智也1）、宮下 英高1）、軽部 健史1）、
長嶺 宏樹1）、中川 種昭1）、河奈 裕正2）、鬼澤 勝弘3）、
莇生田 整治1）

1）慶應義塾大学医学部　歯科・口腔外科学教室、
2）神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科、
3）川崎市立川崎病院　歯科口腔外科

【緒言】明細胞癌は，2017年の WHO 分類で，著明なグリコーゲ
ンを含有する淡明な明細胞質からなる低悪性度の唾液腺腫瘍とし
て分類された上皮性悪性腫瘍である．口腔領域における発症は極
めてまれで，全唾液腺腫瘍における発生率は 1％未満と報告され
ている．今回われわれは，右側臼後部の小唾液腺由来と考えられ
る1例を経験したのでその概要を報告する．【症例】患者は34歳女
性，右側臼後部の腫瘤の精査，加療希望にて紹介受診となった．
口腔内所見では，右側臼後部に10mm 大で弾性硬の腫瘤を触知し
た．造影 CT 像および造影 MRI では同部位に10mm 大の造影増強
効果を認める腫瘍性病変を認めたが，頸部リンパ節の優位な腫大
はなかった．生検にて明細胞癌の可能性が第一に疑われたが確定
診断には至らなかった．その後，全身麻酔下に右側下顎骨辺縁切
除術を実施し，明細胞癌の診断を得た．全身精査を行い，口腔内
病変が転移性腫瘍である可能性は否定されたため，最終的に臼後
部の小唾液腺由来の明細胞癌の診断となった．1 年11か月経過し
た現在，再発，転移の所見を認めていない．【結語】本腫瘍は，低
悪性度の腫瘍と考えられており，頸部リンパ節転移，遠隔転移と
もにまれであるとされている．本症例では，十分な安全域を設け
た外科的切除を行い，経過良好であるが，予後不良例の報告もあ
ることから今後も長期にわたり慎重な経過観察が必要と思われる．

1-C-20
悪性腫瘍による下顎骨再建手術の後方視的検討

◯森寺 邦康1）、野口 一馬1）、曽束 洋平2）、吉川 恭平1）、
川邊 睦記1）、高岡 一樹1）、岸本 裕充1）

1）兵庫医科大学歯科口腔外科学講座、2）形成外科学講座

【はじめに】口腔がんで、下顎の区域切除を行い、下顎の連続性が
失われると術後の咀嚼機能が障害されることになるため、術後機
能保持の観点から下顎の再建は重要である。【対象および方法】
2012年4月から2018年7月までに当科で悪性腫瘍のため下顎区域切
除を施行して、下顎再建手術を行った36例を後方視的に検討した。

【結果】内訳は男性24例、女性12例、平均年齢71.6歳。再建方法は 
腓骨皮弁15例、前外側大腿皮弁＋再建プレート12例、再建プレー
トのみが4例、腹直筋＋再建プレート3例、遊離腸骨1例、チタン
メッシュプレート＋ PCBM 1例であった。再建別による平均手術
時間・出血量は、腓骨皮弁690.1分・634.7g、再建プレート＋遊離
皮弁は714.1分・612.9g であった。腓骨は15例中1例、再建プレー
ト＋遊離皮弁は15例中3例で SSI が発生し有意差を認めなかった。
再建後のトラブルにより 5 例で腓骨による救済手術を行った。腓
骨は救済手術を含め全例生着し、感染等で腓骨を除去した例はな
かった。腓骨皮弁による再建を行った20例のうち 6 例にインプラ
ントを埋入し、最終補綴まで4例終了していた。【まとめ】再建プ
レートを含む遊離皮弁と腓骨皮弁では手術時間、出血量、SSI 発
生率に差がなかった。腓骨再建例では感染のため腓骨を除去した
症例はなく、インプラント補綴も可能なことから下顎の再建方法
として有用と考える。

1-C-18
遊離腓骨皮弁による下顎再建のための3D シミュレーショ
ンとガイド下手術

◯宮下 仁1）、佐藤 奈央子2）、北村 淳1）、川井 忠1）、高木 尚之3）、
黒沢 是之3）、高地 崇3）、小川 武則4）、原田 貴之5）、
武田 裕利1）、片岡 良浩1）、野上 晋之介1）、山内 健介1）、
永井 宏和1）、加藤 裕光5）、小山 重人2）、佐々木 啓一6）、
高橋 哲1）

1）東北大学　大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野、 
2）東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部、 
3）東北大学　大学院医学研究科　形成再建外科、 
4）東北大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
5）東北大学病院　中央技工室、 
6）東北大学　大学院歯学研究科　口腔機能形態学講座　口腔システム補綴学分野

The reconstruction with fibular free flap following segmental 
mandibulectomy is the gold standard because of its high success 
rate and improvement of QOL. However, it requires long and 
complex procedure and the results were sometimes influenced 
by surgeon’s experiences and manual skills. The computer-aided 
design （CAD） and computer-aided manufacturing （CAM） has 
been introduced to improve the accuracy and efficiency of 
mandibular reconstruction. This study will report the 
mandibular reconstruction using with in-house surgical devices 
and positioning guide of reconstructive plate and evaluate the 
accuracy of mandibular reconstruction at Tohoku University 
Hospital. The resection of mandible and apposition of fibula were 
simulated, and the osteotomy guides of mandible and fibula were 
designed using CAD software. The simulated mandibular 
models and the guides were fabricated by 3D printer. The 
reconstruction plates were pre-bent to fit the simulated models 
and the plate positioning guides were molded. The surgeries 
were performed as preoperative surgical planning and this 
technique provided appropriate results in function and esthetics.

1-C-19
皮弁再建術後のボリュームと栄養状態との関係について

◯見立 英史1）、古賀 喬充1）、中谷 佑哉1）、四道 玲奈1）、
杉原 考輝1）、楢原 峻1）、本間 遼1）、原 昌士1）、森 紘一郎2）、
森 志穂美2）、吉住 潤子3）、平木 昭光3）、池邉 哲郎2）、
大場 誠悟1）、朝比奈 泉1）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学分野、
2）福岡歯科大学口腔顎顔面外科学講座口腔外科学分野、
3）福岡歯科大学口腔顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野

【目的】口腔がん切除後の皮弁再建は、嚥下・会話などの機能面の
みならず、容貌など整容面においても重要である。再建術後は術
前と比較して摂食量が低下することが多いため、皮弁のボリュー
ム維持のみならず、サルコペニア予防の観点からも栄養状態を維
持することがとても重要である。皮弁のボリュームの経時的変化
と栄養状態の推移、そして両者の関係について、長期間にわたる
研究報告はない。 

【対象】長崎大学病院口腔外科および福岡歯科大学病院口腔外科に
おいて、口腔がんの診断に対して腫瘍切除および軟組織再建を受
けた患者を対象とした。 

【方法】術前および術後に施行した血液検査（総タンパク、血清ア
ルブミン値）、およびCT画像を用いた。皮弁のボリュームはOsirix 

（Newton Graphics, Inc. 製）のリージョン・グローイング法で計
測した。 

【結果】術後の皮弁のボリュームは総タンパク、血清アルブミン値
と関係を認めた。 

【考察】口腔がん術後は自宅での日々の体重管理とともに、定期的
な採血による栄養状態の評価が重要である。
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1-C-24
補綴使用を目指した腓骨皮弁を用いた下顎再建

◯浅野 悠1）、榎木 祐一郎2）、林 直樹2）、勅使河原 大輔3）、
去川 俊二1）

1）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科、
2）埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科、
3）明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

【緒言】現段階でわれわれは補綴を目標とした下顎再建を念頭にお
いている。いかに補綴物を入れやすい下顎、特に顎堤を作成し整
容的かつ機能的な下顎の再建を行うかが当科の課題である。 

【対象】演者が当施設に赴任した2017年4月から2018年8月までに
施行した下顎区域再建は11例で、全例腓骨皮弁で用いていた。2017
年度は全例義歯装着に至らなかったが、口腔外科医、補綴医とチー
ム医療を開始した2018年6月からの4例のうち、3例ですでに仮義
歯を日常使用している。 

【考察】補綴という目標が達成できるようになった。形成外科医、
口腔外科医、補綴医のチームによる術前シミュレーションと手術
の中で演者は骨皮弁の挙上、と縫い付けを主に担当している。皮
島は採取部を一次縫縮できる幅で、採取する腓骨とほぼ同長の長
細いデザインとし、人工物被覆や死腔充填のために腓骨筋と長母
指屈筋を付着させる。皮島は臼後部で折り返す U 字の配置とし口
腔前庭と口腔底を形成するのに十分な面積を割り当てている。U
字に折り返した際にできる dog ear は翼突窩の死腔や頬部のふく
らみに有用となる。また、縫い付けの際に口腔前庭と口腔底の皮
弁を下に引き込むことで深い顎堤を得る工夫を行っている。 

上記の工夫を行うことで補綴の固定に必要な顎堤形態を再建で
きうると考える。

1-C-23
下顎区域切除後の顎補綴による咬合回復を考慮した顎堤再建

◯林 直樹1）、去川 俊二2）、浅野 悠2）、榎木 祐一郎1）、
勅使河原 大輔3）、早坂 純一4）、菅澤 正1）

1）埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科、
2）埼玉医科大学国際医療センター形成外科、
3）明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野、
4）自治医科大学付属病院歯科口腔外科

【諸言】口腔領域における腫瘍切除後の患者は，咀嚼・嚥下・構音
などの機能に障害を有していることから，QOL の向上や早期の社
会復帰を図るうえで，症例に応じた顎補綴治療による形態・機能・
審美回復が重要となる．下顎区域切除後では，下顎骨の連続性が
喪失し，咬合機能が著しく低下するため，顎補綴の装着が必須で
ある．我々の施設では、下顎のシュミレーションと併せて，術前
より歯科補綴医が介入することにより，術中に再建骨の位置決め
の指標となるガイド（咬合シーネ）の作製をしてもらい，術後に
義歯の装着を行っている．日常生活で使用するであろう補綴物を
想定し、骨再建を行うことが，咬合の早期回復と長期的な予後に
良好な結果をもたらすと考えている。【対象・方法】当施設で2018
年4月より行った下顎区域再建は5例で，全例に再建骨として腓骨
を使用している．その中で，咬合シーネ使用は 3 例で，現在義歯
を使用しているのは2例である．【考察】下顎区域切除では，左右
の筋肉のバランスが崩れて，偏位することが多い．その為，術前
の形態を再現するのではなく，術後の咬合状態に適した骨再建が
求められる．しかし，無歯顎の場合は下顎骨の位置決めに難渋す
ることが少なくない．咬合シーネを口腔内に装着し，ガイドとし
て下顎部の再建骨を床縁内に収まるように位置決めをすることで，
早期に機能的な顎堤を再建できる．このことが，補綴にとっての
顎堤再建に重要であると考える．

1-C-21
上顎部切後開口運動域0mm 患者に対する腓骨皮弁を用い
た整容・機能改善手術

◯矢野 智之1）、吉松 英彦1）、辛川 領1）、前田 恵里沙1）、
眞島 昂也1）、福島 啓文2）、三谷 浩樹2）、澤泉 雅之1）

1）がん研有明病院　形成外科、2）がん研有明病院　頭頸科

背景）今回上顎部切後に患側軟部組織の高度拘縮によって開口運
動域が0mm となった症例に対し、機能改善手術として拘縮の解除
と腓骨皮弁を用いた軟部、硬性組織の再建を行い機能・整容改善
を得たので報告する。

方法）65歳女性。左上顎歯肉癌に対して 2 回の上顎部切と患者理
由で皮弁を用いた再建の拒否があり植皮術が行われた。最終手術
から4年が経過し、患側の瘢痕拘縮で開口0mm となり歯科治療が
行えない、経口摂取ができず胃瘻による体重減少、高度な左頬部
の陥凹醜状といった問題が顕在化し、機能再建手術を行うことと
なった。下顎骨周囲の瘢痕組織の離断、下顎枝の離断を行い拘縮
を解除した。上顎骨欠損および軟部組織の裏打ちとして浅側頭動
静脈を用いて腓骨皮弁を用いた再建を行った。

結果）機能的には開口運動域が32mm まで改善し、上下左右の顎
運動が可能となった。術前に観察不能であった歯牙の観察が可能
となり、歯科治療の可能性が得られた。頬部の高度陥凹も改善し
顔貌の改善も得られている。

考察）根治的な手術治療が行われた後の追加治療は、機能、整容
の改善効果が予測しにくく、瘢痕解除の難しさ、レシピエント血
管の制限、患者の全身状態などから取り組みにくい現状がある。
一方、形成外科、口腔外科、頭頸科によるチーム医療が組める場
合には、自験例のように大幅な機能改善手術を達成することが可
能となる。今後の頭頸部再建の方向性の一つとして重要であると
思われ報告した。

1-C-22
口腔癌患者に対する地域医療連携における歯科補綴医の役
割－術前からの補綴的介入による顎骨再建患者への対応－

◯勅使河原 大輔1）、浅野 悠2）、榎木 祐一郎3）、去川 俊二2）、
林 直樹3）、藤澤 政紀1）

1）明海大学　歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野、
2）埼玉医科大学　国際医療センター　形成外科、
3）埼玉医科大学　国際医療センター　頭頸部腫瘍科

下顎骨区域切除による下顎骨連続性の喪失は，残存骨片の偏位
によって下顎位の不安定化，咀嚼および嚥下困難など，顎口腔機
能の著しい低下を生じる．下顎骨の連続性を回復できる顎骨再建
は有用であるものの，無歯顎患者の口腔機能の回復には義歯の使
用も必須となる． 顎骨再建においては，整容性だけでなく種々の
口腔機能を回復できる顎形態を付与することが重要である．一方
で，無歯顎の顎堤は歯を喪失した非生理的な状態であり，理想的
な形態が存在しない。そのため，再建する顎堤の形態に対して治
療にあたる担当医間でコンセンサスを得ることが困難となってい
る． 義歯を用いた補綴治療において，口腔機能，特に咀嚼機能の
回復には上下顎歯列の排列および顎堤の位置関係が極めて重要で
あると考えている。そこで，当科では顎骨再建予定患者を手術担
当医より紹介，来院してもらい，術前に患者の顎口腔系の形態お
よび機能に対する検査および評価を行う．これらの情報をもとに，
顎骨再建時の移植骨の位置決めの指標となるサージカルガイドを
製作，術中使用してもらうことで restorative-driven な顎堤形態
の再建を目指している． 本法は2018年5 月より運用を開始し，9
月時点で即時再建前介入4 例，いずれも術後に義歯装着が可能で
あった．術前より補綴的介入を行うことで，再建顎堤に対して患
者の口腔機能回復を期待できる義歯の装着が可能となり，患者の
QOL 向上に寄与できると考える．
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1-C-25
当科における舌扁平上皮癌の術後再発例の検討

◯佐藤 春樹1）、長縄 憲亮1）、早川 泰平1）、丸瀬 靖之2）、
小野 翔矢2）、大原 令子2）、佐久間 英規2）、大岩 伊知郎1,2）

1）名古屋第一赤十字病院　歯科口腔外科、
2）名古屋第一赤十字病院　歯科

【対象・方法】対象は，2008年1月～2017年12月までの10年間に，
当科で一次治療として根治手術を実施した舌扁平上皮癌：114例の
うち，術後再発例：19例とした。検討項目は，年齢，性別，亜部
位，cT 因子（TNM 分類第7版），臨床病期，臨床視診型，切除術
式，浸潤様式（YK 分類），病理学的切除断端，再発部位，再発ま
での期間，再発巣に対する治療，生命予後とした。 

【結果】年齢は，40～80（中央値：65）歳で，性別は，男性：12
例，女性：7例であった。原発部位は，舌縁：16例，舌下面：3例
であり，cT 因子は，T1：6 例，T2：6 例，T3：5 例，T4：2 例
であった。臨床病期は，I 期：6例，II 期：4例，III 期：3例，IV
期：6例であり，臨床視診型は，表在型：4例，外向型：6例，内
向型：9 例であった。切除術式は，舌部分切除：13例，舌可動部
半側切除：1 例，舌亜全摘：5 例であった。浸潤様式は， YK-2：
4 例，YK-3：5 例，YK-4C：3 例，YK-4D：7 例であり，病理学
的切除断端は，全例で陰性であった。再発までの期間は，1 ～35

（中央値：5）か月で，再発部位は，粘膜切除断端：9例，深部切
除断端：10例であった。再発巣に対する治療は，切除：11例，切
除＋化学放射線治療：2例，化学放射線治療：6例であった。生命
予後は，無病生存：5例，原発非制御：10例，頸部非制御：2例，
他病死：2 例であった。疾患特異的累積生存率は，術後再発例：
33%，非再発例：91% であり有意差を認めた（p ＜0.0001）。

1-C-26
都立駒込病院口腔外科における口腔癌の臨床統計的検討 -
第２報 -

◯内田 育宏1）、木村 大志1）、大山 定男2）、長谷川 稔洋2）、
小川 千晴2）、寺尾 保信3）、吉田 俊一4）、莇生田 整治5）、
宮下 英高5）、相馬 智也5）、臼田 慎6）

1）日野市立病院　口腔外科、2）都立駒込病院　口腔外科、
3）都立駒込病院　形成外科、
4）国立病院機構　霞ヶ浦医療センター　口腔外科、
5）慶應義塾大学医学部　口腔外科、6）立川病院　口腔外科

1975～2014年までの約40年間、都立駒込病院・口腔外科で治療を
行った口腔癌1502例について、臨床的検討を行ったのでその概要
を報告する。　年齢は11歳から94歳で平均年齢は65.7歳、性別は
男性920例女性582例であった。発生部位は舌669例、歯肉506例、
頬粘膜147例、口底145例、その他35例であった。Ｔ分類では T1：
135例、T2：534例、T3：258例、T4：541例、Ｎ分類ではN0：850
例、N1：177例、N2：351例、N3：90例であった。病期分類では
Stage 1：118例、Stage 2：395例、Stage 3：244例、Stage 4：
711例であった。病理組織学的では扁平上皮癌が1349例、腺様嚢胞
癌33例、粘表皮癌15例、悪性多形性腺腫6例、悪性リンパ腫39例、
悪性黒色腫11例、骨肉腫10例、骨髄腫9 例、以下腺癌、腺房細胞
癌、脂肪肉腫、線維肉腫などであった。放射線治療群では Ra 針
組織内照射119例、外照射203例（外照射単独110例、化療＋外照射
93例）、外科的治療群（Stage 1と Stage 2は殆ど手術単独のため
Stage 3と Stage 4に限定）は術前化療331例、手術単独164例、術
前照射40例であった。各治療法について統計的検討を加えて報告
する。

1-C-27
口腔扁平上皮癌の両側・対側頸部リンパ節転移例に関する
多施設共同研究：対側の予防郭清は予後を改善するか？

◯坂本 由紀1,2,3）、柳本 惣市2）、山田 慎一4）、長谷川 巧実3）、
大倉 正也5）、山川 延宏6）、梅田 正博2）

1）広野高原病院、
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野、
3）神戸大学医学研究科外科系講座口腔外科、
4）信州大学医学部歯科口腔外科学教室、5）大阪大学歯学部附属病院、
6）奈良県立医科大学口腔外科学講座

【緒言】口腔癌で組織学的に両側あるいは対側頸部リンパ節に転移
を生じた pN2c 例の予後は不良といわれているが、多数例をもと
にした研究は少ない。今回、pN2c 例の治療法と予後について多
施設共同研究を行った。【方法】2011年～2017年に手術を行った口
腔扁平上皮癌のうち、pN2c であった62例の治療法と予後につい
て検討した。対象として2000年～2013年の pN1例および pN2b 例
を用いた。さまざまな患者因子、腫瘍因子、治療因子と OS や DSS
との関連について統計学的に解析を行った。【結果】3 年 OS は
pN1：68%、pN2b：56%、pN2c：39%、3 年 DSS は pN1：70%、
pN2b：61%、pN2c：45% であり、pN2c の予後は有意に不良で
あった。主要な死因は pN1や pN2b では T 死が多くを占めていた
のに対し、pN2c では N 死、M 死が多くなっていた。pN2c 例に
おいて OS と有意に関連した因子は T 分類のみで、他の因子には
power 不足のためか有意なものはなかった。対側の頸部郭清時期

（初回両側・初回片側→対側後発）も予後因子となっていなかっ
た。この両者の経過を比較しても特に差はなく、対側の予防郭清
を推奨する結果は得られなかった。【結論】pN2c 例の予後は不良
であり、その要因として頸部転移や遠隔転移の非制御例が多かっ
た。腫瘍が正中まで進展すると対側転移の可能性が高くなるが、
対側の予防郭清を推奨する結果は得られなかった。

1-C-28
後期高齢者口腔癌症例の臨床学的検討

◯武田 裕利1）、宮下 仁1）、黒羽根 壮1）、田代 和樹1）、川井 忠1）、
野上 晋之介1）、北村 淳1）、纐纈 衆1）、齊藤 博紀1）、
齊藤 志都1）、黒田 佳奈子1）、小川 武則2）、大越 明2）、
石田 英一2）、森 士朗1）、山内 健介1）、永井 宏和1）、高橋 哲1）

1）東北大学大学院　歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野、
2）東北大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

【目的】高齢者の治療方針は全身状態や既往歴，治療後のサポート
など総合的に検討せねばならない．今回，我々は過去4 年間にお
いて，75歳以上で口腔癌と診断された患者を対象とし，臨床統計
を行ったので報告する．【方法】2012年4月から2016年3月までの
4 年間において，75歳以上の高齢者で口腔癌と診断された症例の
59症例について臨床統計学的検討を行った．【結果】75から79歳は
27例（45.8％），80から84歳は17例（28.8％），85から89歳は12例

（20.3％），90歳以上は3例（5.1％）であった．Stage の内訳は Stage 
I：21例，Stage II：24例，Stage III：9例，Stage IV：5例であっ
た．原発部位は舌が25例（42.3％），頬粘膜13例（22.0％）および
下顎歯肉が 9 例（15.2％），上顎歯肉が 6 例（10.2％），口底が 4 例

（6.8％），硬口蓋が2例（3.4％）であった．治療方法の内訳は手術
単独症例が51例（86.4％），化学療法併用放射線治療が2例（3.4％），
放射線治療単独症例が2例（3.4％），ＢＳＣが4例（6.8％）であっ
た．なお，Kaplan-Meier 法による 3 年累積生存率は88.8％であっ
た．【結論】高齢者の口腔癌治療方針は各症例に応じて十分に検討
し，治療を選択すれば良好な成績を得られることが示唆された．
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1-C-29
当院における過去12年間の口腔がん症例の臨床的検討

◯伊藤 洋平1）、大林 修文1）、齊藤 輝海1）、柏原 捷1）、
大隅 縁里子1）、長谷川 令賀1）、長尾 徹2）

1）岡崎市民病院　歯科口腔外科、
2）愛知学院大学　歯学部　顎顔面外科学講座

【目的】口腔がんの発生頻度は，本邦では全悪性腫瘍の1～2％と
されており，近年は診断法・治療法の進歩に伴い治療成績が向上
しているが，死亡率は増加傾向にある。今回，われわれは岡崎市
民病院歯科口腔外科における過去12年間の口腔がん症例を把握す
るため，臨床的検討を行ったのでその概要を報告する。【対象及び
方法】対象は2006年1月から2017年12月までの12年間に，岡崎市
民病院歯科口腔外科を受診した口腔がん223例のうち扁平上皮癌と
診断され一次治療が行われた178例とし臨床的検討を行った。【結
果】年齢は25歳から91歳で中央値は67歳であった。性別は男性が
115例，女性が63例で男女比は1.83：1であった。発生部位別では
舌が108例，以下、下顎歯肉：32例、上顎歯肉：19例、頬粘膜：8
例、口底：7例、硬口蓋：3例、顎骨中心性：1例であった。病期
分類は stage 0（pTis）：12例、stage I：62例、stage II：41例、 
stage III：18例、stage IV：41例 で あった。局所再発は19例に認
め、後発頸部リンパ節転移は31例、遠隔転移は 4 例に認めた。当
院における5年生存率は全体で78.5％（84/107）、病期別では、stage 
0：87.5％（7/8）、stage I：91.2％（31/34）、stage II：87.5％

（21/24）、 stage III：64.3％（9/14）、stage IV：59.3％（16/27）で
あった。【結語】今回，当院における過去12年間の口腔がん一次治
療症例の概要を把握し、生存率，再発，転移等の検討を行ったの
で報告する。

1-C-30
初診時臨床診断「舌白板症」の病態動向

◯北詰 栄里1）、荘司 洋文1,3）、猪俣 徹1）、町田 智正1）、
岡村 尚1）、辺見 卓男2）、岡部 貞夫1,3）、出雲 俊之2）、
柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、
2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科、
3）口腔がん診療センター

白板症は前癌病変とされてきたが、最近癌化率が低いことから「白
板症」は腫瘍性を疑う病態にだけ使用すべきであるという提案が
されている。そこで、当院で初診時臨床診断が舌白板症であった
症例について、その後の経過を追跡調査したので報告する。対象：
2012年2月～2017年7月に当院へ初診受診し、臨床診断として舌白
板症と診断された197例。結果：細胞 / 組織検査を行わず経過観察
に移行したものが85例、検査を行ったものが112例であった。検査
までの期間は、当日行ったものが75例、最長68か月後、平均4.9か
月後であった。細胞 / 組織検査の内訳は、細胞診単独が18例、細
胞診＋生検が 1 例、細胞診 + 全摘が34例，生検単独が 4 例、生検
＋全摘が 9 例，全摘単独が46例であった。生検あるいは全摘での
病理組織検査の結果は、OED が35例、OIN が22例、SCC が33例、
他4例であった。さらに、全摘せずに経過観察していた108例のう
ち、17例で病変が消失した。2018年8月時点で、197例のうち当院
で経過観察中が61例（全摘50例、全摘せず11例）、終了としたのが
34例（全摘7例、全摘せず27例）、患者による中断が85例（全摘25
例、全摘せず60例）、転院が17例であった。考察：全摘した症例の
58.5% が OIN 以上の腫瘍性病変であった。全摘せず経過観察して
いる症例は11例に留まっており、全摘せず終了 / 中断となった87
例の症例について腫瘍性病変か否かは不明のままであり，今後の
検討課題である。

1-C-31
上顎歯肉扁平上皮癌 T4症例の臨床的検討

◯大迫 利光、釘本 琢磨、黒嶋 雄志、平井 秀明、望月 裕美、
田中 香衣、富岡 寛文、島本 裕彰、道 泰之、原田 浩之
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野

上顎歯肉扁平上皮癌は発生頻度が比較的低く，進展した T4症例に
ついての詳細な報告は少ない。今回，当科で加療した上顎歯肉扁
平上皮癌 T4症例について臨床的検討を行ったので報告する。【対
象】2001年4 月から2016年12月までに当科で加療した口腔扁平上
皮癌新鮮例1795例のうち，上顎歯肉扁平上皮癌 T4と診断し，当科
で手術を施行した34例（1.9%）を対象とした。症例は男性21例，
女性13例，年齢は36～89歳（中央値70歳）であった。T 分類は
T4a:31例，T4b:3例，N分類はN0:22例，N1: 6例，N2b: 4例，N2c: 
2例であった。【結果】初回治療は，手術単独が5例，手術と化学
放射線療法を併施したものが29例であった。原発巣については部
分切除14例，亜全摘18例，全摘2 例を施行した。頸部郭清は14例
に施行し，組織学的転移は11例に認めた。34例中，原発巣再発を
5例，後発頸部リンパ節転移を2例に認めた。原発巣再発および後
発頸部リンパ節転移を生じた7例のうち，2例は救済し得たが，4
例は原発巣死し，1例は遠隔転移死した。疾患特異的5年累積生存
率は80.0% であった。【結論】上顎骨は解剖学的に形態が複雑で，
上顎洞および鼻腔とも隣接するため初回手術における切除範囲を
十分に検討し確実に腫瘍を切除することが重要である。

1-C-32
周術期口腔がん患者における臨床的に有意な QOL の変化
について

◯青木 隆幸1）、太田 嘉英1）、佐々木 剛史1）、鈴木 崇嗣1,2）、
傳田 祐也1）、青山 謙一1）、新井 俊弘1,3）、金子 明寛1）

1）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学領域、
2）山王台病院　歯科口腔外科、
3）国立病院機構　静岡医療センター　歯科口腔外科

【目的】健康概念はパラダイムシフトし、患者の自律性を尊重した
治療が望まれている。治療のアウトカムも、医療者の視点に基づ
いた画一的な治療成績（生存率、奏功率など）から個別に多様化
し、QOL（Quality of Life）を重視するようになってきた。われ
われは、以前より周術期口腔がん患者における QOL の変化につ
いて検討を行ってきた。しかし、これらの変化が臨床的に意味の
あるものであるかは不明である。今回、臨床的に意味のある QOL
の変化について検討を行った。【対象・方法】2015年7月から東海
大学医学部付属病院口腔外科にて根治的治療を行った口腔がん患
者を対象とした。日本語版 FACT H&N ver.4 を用いて治療前、治
療終了時、治療1か月、3か月、6か月後に QOL を評価した。対
象を、早期群と遊離皮弁再建術を要した進行群に分け、サブグルー
プ解析を行った。QOL の経時的変化を distribution-based method
を用いて Minimally Important Difference（MID）を解析し、こ
のデータを参考に臨床的に意味のある差について検討した。【結
果】口腔がん患者の QOL は治療終了時が最も低下していたが、治
療6 か月後で治療前とほぼ同じ程度まで回復していた。精神状態
のサブスケールは治療前が最も低下していた。進行群は、治療後
に臨床的に有意な QOL の低下が認められた。【結論】口腔がん患
者の QOL の変化を認識し、臨床に反映させる必要があると考え
られた。

The 37th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 145

一 

般 

演 

題 

（
口
演
）

一 

般 

演 

題 

（
口
演
）



1-C-33
当科における口腔癌患者の臨床統計学的検討

◯白土 博司、玉川 崇皓、寺田 義昭、西澤 智香子、天沢 逸帆、
野村 さやか、田中 孝佳、金子 忠良
日本大学歯学部口腔外科学講座

【緒言】我が国では現在2 人に 1 人が癌に罹患するとされている．
その中でも口腔癌罹患患者数は年々増加している．今回我々は2013
年1月から2017年の12月の5年間に当科にて入院治療を行い，かつ
予後を確認することができた口腔癌症例の臨床的検討を行ったの
で報告する．【対象・方法】2013年1月から2017年の12月の5年間
において日本大学歯学部付属歯科病院口腔外科で加療を行った一
次症例122症例のうち，予後を確認できた患者105症例を対象とし
た．その中で性別，年齢分布，発生部位，組織型，TNM 分類，治
療法，再発の有無等について検討した．【結果および考察】性別で
は男性70名，女性35名，年齢分布は27歳から90歳で平均64.4歳，60
歳代が最も多く全体の29.5％であった．発生部位は舌が49症例つ
いで歯肉が37症例，頬粘膜が 7 症例であった．組織型は扁平上皮
癌が93症例であった．TNM 分類では T2が最も多く63症例，N2が
11症例であった．Stage 分類は Stage1が21症例，Stage2が56症例，
Stage3が 5 症例， Stage4が17症例であった．再発転移症例に関し
ては，頸部リンパ節後発転移が13症例，局所再発は10症例であっ
た．また遠隔転移は肺に 1 症例であった．今後症例数の蓄積と経
過観察を継続し，さらなる因子解析を行う予定である．

1-D-1
口蓋に発生したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の
1例

◯関根 理予1）、角屋 貴則2）、有泉 高晴1）、関川 翔一1）、
渡邉 美貴1）、中島 啓3）、岩本 昌士4）、恩田 健志1）、
松坂 賢一3）、柴原 孝彦1）

1）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、2）東京都立大塚病院　口腔科、
3）東京歯科大学　臨床検査病理学講座、
4）東京歯科大学　口腔病態外科学講座

【緒言】関節リウマチ（RA）治療においてメトトレキサート（MTX）
は本邦での RA 治療ガイドラインにて推奨されている標準治療薬の
一つである。使用頻度が増加している一方で重篤な副作用である
MTX関連リンパ増殖性疾患（MTX-associated lymphoproliferative 
disorders：MTX-LPD）の報告が散見されるようになった。MTX-
LPD は近年の解析から MTX により悪性リンパ腫のみならず他の
リンパ球異常症も出現する疾患の総称として呼ばれることが多い。
今回われわれは口蓋に発生した MTX-LPD の1例を経験したので
文献的考察を含めて報告する。【症例】62歳女性。2017年12月初旬
に左口蓋の腫脹を自覚し紹介医を受診。2018年1 月、精査・加療
目的に当科初診となった。既往歴：RA に対し11年前より MTX
が投与されていた。診時口腔内所見：左口蓋に健常粘膜で被覆さ
れた14×15mm 大、境界明瞭で弾性軟の隆起性病変を認めた。画
像所見：CT では筋と同等の mass lesion を認め、MR では T1W1
で低信号、T2W1で高信号、内部不均一の病変を認めた。悪性唾
液腺腫瘍の可能性も否定できなかったため静脈鎮静下にExsicional　
Biopsy を行う運びとなった。【処置および経過】外来、静脈鎮静
下に腫瘍切除術を施行。Polymorphic LPDとの診断であった。RA
のかかりつけ医に連絡し MTX を中止。全身の領域に MTX-LPD
は認められなかった。現在、術後六か月が経過したが再発は認め
られていない。今後も引き続き経過観察を行っていく予定である。

1-D-2
下顎骨区域切除術のリポジショニングデバイス（RPD）
の工夫

◯上田 潤1）、小林 英三郎2）、小根山 隆浩1）、戸谷 収二1）、
水谷 太尊1）、田中 彰2）

1）日本歯科大学新潟病院　口腔外科、
2）日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座

【緒言】下顎骨区域切除を行う際に切断した骨の位置関係を再現す
るためにリポジショニングデバイス（以下 RPD）を使用する施設
は増加している．今回，RPD に工夫を加えることで下顎骨区域切
除術，プレート再建術について手術時間の短縮，精度向上を可能
にする試みについて報告する． 【方法】実物大臓器立体モデルに
より、下顎骨区域切除範囲を設定後、区域切除外の下顎骨両端下
縁にスクリュー固定できるように、リコンストラクションプレー
トの余剰2穴分を埋め込んだレジンを用いた RPD を作製し手術に
用いた。【症例】症例1：81歳男性，薬剤性顎骨壊死（MRONJ）
により左側下顎3から7相当部までの区域切除が予定された。残存
歯があり咬合関係を保持することが可能であり、区域切除前と同
じ位置での再建を行った。症例2：83歳女性，下顎骨悪性腫瘍で、
右下3 から左側下顎角までの切除が予定された．下顎骨区域切除
により咬合関係が消失すること、区域切除後の残存皮膚が菲薄す
る可能性を考慮して区域切除後の下顎骨アーチをやや縮小させた
再建を目的に、アーチの異なる 2 つの RPD を用いて再建を行っ
た。 【結語】事前に作製したスクリュー固定可能な RPD を用いる
ことで、正確な再建と手術時間の短縮が可能となり有用であると
思われた。

1-D-3
三叉神経痛様疼痛を主訴とした終末期の肝内胆管癌患者に
みられた側頭下窩悪性腫瘍に対して緩和的治療を行った１例

◯佐藤 文彦、齋田 昂佑
一宮市立市民病院　歯科口腔外科

側頭下窩に発生する疾患はまれで，血管腫，リンパ管腫，脂肪腫，
神経鞘腫，悪性リンパ腫，肉腫などが報告されている．側頭下窩
に発生する腫瘍により，三叉神経領域の知覚異常，開口障害，顎
偏位などの症状がみられることがある．今回，われわれは，終末
期の肝内胆管癌患者に発生した，側頭下窩悪性腫瘍に起因した三
叉神経痛様疼痛に対して，複数の科で緩和的治療を行うことによ
り疼痛コントロールが可能であった症例を経験したため，その概
要を報告する．症例は69歳，男性．前立腺癌および肝内胆管癌の
既往があり，胆管癌は終末期とされて Best Supportive Care が行
われていた．当科初診日の約2 週間前より右側オトガイ部から下
口唇部の間欠的疼痛を自覚して近在歯科医院を受診し下顎義歯の
調整を受けたが，改善しないため当科へ紹介された．画像所見で
右側側頭下窩に境界明瞭な類円形腫瘤を認めた．口腔内からの針
生検で扁平上皮癌が推定されたため，右側側頭下窩に生じた悪性
腫瘍に起因した三叉神経痛と診断し，カルバマゼピンやプレガバ
リン，デキサメタゾン，ロキソプロフェンの内服および放射線治
療に加えて口腔ケアも並行して行った結果，良好な疼痛コントロー
ルを行うことができたが，当科初診日の約3 ヶ月後に肝内胆管癌
の進行および肺炎により永眠された．まれな側頭下窩悪性腫瘍に
対して，口腔外科，耳鼻咽喉科，放射線科が協力することで症状
緩和を図ることができた症例であった．
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1-D-5
左下顎に発生した粘液線維肉腫の1例

◯土肥 昭博、小佐野 仁志、五十嵐 久朗、渡辺 秀紀
自治医科大学附属さいたま医療センター

粘液線維肉腫（myxofibrosarcoma 以下 MFS）は軟部腫瘍の線維
性 / 筋線維芽細胞性腫瘍の悪性に分類され、その発生頻度は肉腫
全体では約9％を占めると言われている。今回、われわれは下顎
に発生した MFS の 1 例を経験したので報告する。症例は84歳女
性。左下顎に腫瘤を自覚し、当院皮膚科を受診。組織生検にて
spindle cell sarcoma の結果となり、当科に紹介受診となった。精
査の結果、転移は認められず、全身麻酔下に左下顎腫瘍切除術お
よび前腕皮弁による即時再建術を施行した。摘出標本の病理組織
診断にて MFS と診断された。術後1 年6 か月経過した現在、再
発・転移は認めず、経過は良好である。MFS の治療としては手術
による広範切除が一般的とされ、悪性度に応じて放射線治療や化
学療法が併用される場合もある。また局所再発率が22～79% と高
いのが特徴であり、そのため初回治療が重要であるとされている。
好発部位は、四肢、肢帯とされており、頭頸部での発生は全 MFS
の約3％程度と稀であり、また上顎での発生報告が多く、下顎で
の報告は非常に少ない。今回、我々は左下顎に発生した MFS の
1例を経験したので文献的考察を加えて報告をする。

1-D-6
褐色細胞腫が判明した頸部郭清術の1例

◯木下 弘幸、阿部 友亮、森 建輔、牧 茉由子、光川 美優
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　歯科口腔外科

褐色細胞腫は高血圧患者の約1/1000で認められとされるが、発作
時に診察が行われない限り，身体所見は高血圧を除き通常は正常
であることが多く，麻酔導入によって誘発されうる。われわれは、
頸部郭清術後に褐色細胞腫が判明した症例を経験したので考察を
加えて報告する。症例：88歳、男性。現病歴：2015年3 月左舌扁
平上皮癌にて原発巣切除施行。pT1, G3, YK-4C。経過観察を行っ
ていたところ、左顎下部に腫脹と疼痛が出現した。既往歴：狭心
症・心房細動・脳動脈瘤・左円蓋部髄膜腫・糖尿病・前立腺肥
大。現症：全身所見：身長160cm、体重66Kg、BMI 23.9。局所所
見：左顎下部に10mm 大腫瘤、圧痛あり。画像所見：造影 CT お
よび MRI にて左顎下部にリンパ節に造影効果のある腫大を認め
た。同部位に PET にて異常集積を認めた。経過：2016年6月全身
麻酔下に左頸部郭清術施行。フェントラミンメシル酸塩・ニコラ
ンジル・ニカルジピン投与するも、収縮期血圧 / 拡張期血圧 :90～
220/75～160, 脈拍：55～160と変動激しく、術後に内分泌内科に
対診を行った。CT や MRI にて右副腎20mm 大の結節を認め、尿
中メタフリン1,710 ng/mgCr、ノルメタフリン 765 ng/mgCr。褐
色細胞腫と診断され、2017/2月腹腔鏡下右副腎摘出術が施行され
た。

1-D-7
口腔に発生した MTX 関連リンパ増殖性疾患の4例

◯鈴木 啓佑、栗原 淳、小川 将、市川 未来、清水 崇寛、
武者 篤、高山 優、横尾 聡
群馬大学　大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座

【緒言】メトトレキサート（以下 MTX）は，関節痛や関節変形を
伴う原因不明の自己免疫疾患である関節リウマチ（以下 RA）に
対し，有効性が確認されている治療薬で，RA 薬物治療における
推奨グレード A に位置づけられている．しかし一方で，MTX 投
与中に発生するリンパ腫として MTX 関連リンパ増殖性疾患（以
下 MTX-LPD）が注目されており，口腔領域においても報告が散
見される．今回われわれは口腔に発生した Epstein-Barr ウイルス

（以下 EBV）の感染を伴う MTX-LPD の 4 例を経験したので，文
献的考察を含めて報告する．【対象】2012年1月から2018年3月ま
での間に当科を受診し病理組織検査ならびに臨床経過から MTX-
LPD と診断された患者を対象とした．【結果】MTX-LPD と診断
されたのは4例であり，男性は1例，女性は3例，発症部位は下顎
歯肉が1例，上顎歯肉が2例，舌が1例であった．全症例で RA の
既往があり MTX が投与されていた．病理組織検査を行い，MTX-
LPD の診断の得た．また，全症例で EBV 陽性であった，血液内
科に対診し，MTX 製剤の中止や薬剤の調整を行なった後，完全
寛解が認められた．【考察】MTX-LPD は MTX の休薬により多く
の症例が寛解すると言われており，特に EBV 陽性の症例で顕著
であるとされ，当科の症例においても合致していた．MTX-LPD
が口腔領域に出現した際は休薬に限らず，腐骨除去等の外科的処
置や潰瘍に対する疼痛コントロールが必要となることを念頭に置
き加療を行う必要があると考えられた．

1-D-4
当科における80歳以上口腔がん手術症例の検討

◯榊原 典幸1）、水野 貴行1）、加藤 卓己1）、日笠 紘志1）、
坂田 健一郎2）、竹川 英輝1）、箕輪 和行3）

1）日鋼記念病院　歯科口腔外科、
2）北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学講座　口腔診断内科学教室、
3）北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学講座　歯科放射線学教室

【緒言】高齢口腔がん患者の手術療法に関する報告が近年増加傾向に
ある。今回演者らは、選択した治療方針が適切であったかどうかを検
証する目的で、当科における80歳以上の口腔がん手術症例について検
討を行った。【症例】2006年から2016年までの間に当科で根治的手術
を行った80歳以上の口腔がん患者13例を対象とした。性別は男性4例、
女性9 例、手術時年齢は80～93歳で、平均年齢85.5歳、90歳以上は 3
例であった。原発部位は、舌3 例、下顎歯肉4 例、上顎歯肉3 例、頬
粘膜1 例、口底1 例、口腔内多発1 例で、病理組織学的分類は扁平上
皮癌11例、粘表皮癌（高悪性）1例、CIS 1例であった。T 分類は Tis 
: 1例、T1 : 4例、T2 : 3例、T3 : 3例、T4a : 1例、T4b : 1例で（い
ずれも旧分類）、臨床病期は Stage 0  : 1例、Stage I : 4例、Stage II : 
2 例、Stage III : 3 例、Stage IVA : 2 例、Stage IVB : 1 例であった。
原発巣に対する手術内容は舌可動部亜全摘1例、舌半側切除1例、舌
部分切除1例、下顎区域切除2例、下顎辺縁切除4例（うち2例は舌口
底部分切除併施）、上顎全摘1例、上顎亜全摘1例、上顎骨部分切除1
例、下顎半側切除＋上顎骨部分切除1例であった。13例中4例には遊
離皮弁を用いた再建を行い、使用した再建材料は前腕皮弁1例、前外
側大腿皮弁1例、腓骨皮弁1例、腹直筋皮弁1例であった。【結果】局
所再発なし、遠隔転移（肺）1例。生存5例、原病死1例、他病死7例
であった。経口摂取が不可能となる症例はなかったが、3例は術後に
嚥下障害が後遺し、経年で PEG 造設が必要となった。また、他病死
7例のうち3例は誤嚥性肺炎であり、術後に後遺した嚥下障害の関与
は否定できなかった。手術後の平均生存期間は56か月（4 年8 か月）
で、死亡時の平均年齢は89.8歳、生存者の平均年齢は90.2歳であった。
術後の PS（Performance Status）は13例中4例に低下を認め、在宅復
帰は13例中10例であった。【結語】80歳以上高齢口腔がん患者に対す
る手術療法が不適切であったという印象はなかったが、QOL、living 
better の観点で考えるならば、その治療方法については患者背景も含
めて症例ごとに慎重に判断すべきと思われた。
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1-D-8
当科におけるメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の3
例

◯大橋 雄高1）、筧 康正2）、松田 彩2）、榊原 晶子2）、
長谷川 巧実2）、南川 勉2）、古森 孝英2）

1）北播磨総合医療センター 歯科・口腔外科、
2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

【緒言】メトトレキサート（MTX）は関節リウマチ（RA）の治療
薬として頻用されているが、長期投与によってメトトレキサート
関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）を発症する .MTX-LPD は節
外症状を呈し、口腔顎顔面領域での発症は稀とされている .1左上
下顎2左上顎3右下顎に発症した MTX-LPD を3例経験したのでこ
こに報告する .【症例1】患者：64歳 女性 2004年 RA の診断の元
MTX の投与開始，2010年6月左上下顎骨骨髄炎疑いにて当科紹介
初診となった . 生検施行し DLBCL の診断であったため当院腫瘍
血液内科にて化学療法施行予定としていたが，MTX 休薬により
自然寛解し症状の消退を認めた .【症例2】患者：74歳 女性 1999
年に MTX の投与開始，2012年1 月左上顎骨骨髄炎疑いにて当科
紹介初診となった . 生検施行し MTX-LPD の診断であったため免
疫内科に対診し MTX 休薬したところ，休薬35日目に腐骨分離し，
以降口腔内の症状消退を認めた .【症例3】患者：65歳 男性 2014
年 MTX の投与開始，2017年8 月右下顎歯肉癌の疑いにて当科紹
介初診となった .PET/CT では下顎歯肉癌に矛盾しないとの回答
であったが，生検より MTX-LPD の診断であったためかかりつけ
リウマチ科対診し MTX 休薬したところ右下顎壊死部が上皮化し，
症状の消退を認めた。【結語】MTX-LPD が口腔内に認められる場
合，悪性腫瘍や悪性リンパ腫との鑑別が必要な臨床像を呈するこ
とがある . 患者の病歴，薬歴に十分注意し MTX-LPD の可能性を
念頭に入れて治療を行う必要がある .

1-D-9
上顎歯肉および両肺に発症したメトトレキサート関連リン
パ増殖性疾患の1例

◯小畑 協一1）、岸本 晃治1,2）、西山 明慶1,2）、竜門 幸司1）、
野島 鉄人1）、佐々木 朗2）

1）津山中央病院　歯科口腔外科、
2）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野

【緒言】メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患（以下 MTX-LPD）
は、関節リウマチ（以下 RA）に対し使用される MTX が原因と
されている稀な疾患である。今回われわれは、上顎歯肉と両肺の
MTX-LPD に対し 、MTX 休薬により良好な経過をたどった症例
を経験したので報告する。【症例】患者：58歳、女性。主訴：右側
上顎臼歯部歯肉の潰瘍。既往歴：RA に対し MTX 内服中。現病
歴：2018年5 月中旬に右側上顎臼歯部の清掃時に歯肉を損傷、そ
の後疼痛が増強してきたため当科紹介となった。現症：右側上顎
臼歯部歯肉に潰瘍病変を認めた。画像所見：CT では病変部に骨
破壊は認めなかった。一方、両肺下葉中心に結節粒状影が散見さ
れた。PET で右側上顎臼歯部は SUVmax=5.85、肺病変の最大値
は4.94であった。臨床診断：右側上顎臼歯部および両肺 MTX-
LPD。【処置および経過】生検の結果diffuse large B-cell lymphoma
であった。近在医院と相談し MTX を中断するとともに、血液腫
瘍内科に紹介した 。中断2週間で諸症状が軽減し、また両肺の病
変が縮小しているとの報告を得た。中断3 ヶ月で腐骨分離を認め
たため、腐骨除去術および再生検を施行したところ、MTX-LPD
は消失していた。腐骨除去後は正常歯肉に覆われ、また両肺の病
変はほぼ消失しており、経過良好な状態である。【考察】MTX-
LPD の発症原因は未だ解明されていないが、半数以上の症例で
MTX 休薬にて病変の縮小や消失を認めたと報告がある。

1-D-10
上顎骨に発生した Sclerosing odontogenic 
carcinoma の1例

◯長谷川 大悟1）、傳田 祐也1）、近藤 裕介2）、青山 謙一1）、
佐々木 剛史1）、青木 隆幸1）、太田 嘉英1）、金子 明寛1）

1）東海大学医学部外科学系口腔外科学領域、
2）東海大学医学部基盤診療学系病理診断学

【緒言】Sclerosing odontogenic carcinoma（以下 SOC とする）は
著明な硬化性病変と浸潤性を認める顎骨内に発生するまれな歯原
性悪性腫瘍である。今回われわれは上顎に発生した SOC の1例を
経験したので報告する。【症例の概要】症例：51歳、男性。初診：
201X 年3月。主訴：右側上顎骨欠損。既往歴：特記事項なし。現
病歴：3 年前より右側上顎臼歯部の骨欠損をかかりつけ歯科に指
摘されていた。201X 年3月、再度かかりつけ歯科受診した際に精
査を勧められ当科受診。現症：顔貌左右対称、顔面神経麻痺なし、
知覚鈍麻なし、15、16口蓋側に根露出を伴う骨吸収あり、14、15
歯牙動揺あり、16歯牙動揺なし、潰瘍形成なし、疼痛なし、易出
血なし。画像所見：CT で14、15根尖部に軟組織陰影を認め、14、
15の歯根吸収、16の歯根破折を認めた。MRI で14、15根尖部構造
に関して T2強調像にて高信号を認めた。臨床診断：右上顎骨腫
瘍。処置および経過；201X 年4 月、局所麻酔下に生検施行し
Odontogenic Myxofibroma の診断を得た。同年5 月、全身麻酔下
に右上顎骨腫瘍切除術、14、15、16抜歯術施行し、病理組織学的
診断で SOC の診断を得た。同年6月、造影 CT、PET/CT を撮像
しリンパ節転移、遠隔転移を認めなかったため、同月、全身麻酔
下に拡大切除術（右側上顎骨部分切除術）を施行した。現在まで
再発・転移を認めていない。【結語】今回われわれは、上顎骨に発
生した SOC の1例を経験したのでその概要を報告した。

1-D-11
オトガイ下皮弁で再建を行った口腔癌の4例

◯藤田 善教、明見 能成
広島赤十字・原爆病院　歯科口腔外科

緒言：口腔癌手術において，根治的切除と同時に機能および審美
面を考慮した再建手術は重要である。口腔癌再建には前腕皮弁な
どの遊離皮弁が汎用されている。しかし手術技術や時間，術後管
理の問題から，高齢者や基礎疾患を有する患者は適応にならない
場合があり，その際には有茎皮弁が採用される。オトガイ下皮弁

（submental island flap：以後 SIF）は1993年に最初に報告された，
顔面動静脈の分枝であるオトガイ下動静脈を栄養血管に持つ axial 
pattern の皮弁である。SIF は 1）血管吻合を必要としないため，
手術時間の短縮が可能，2）皮弁サイズの調整が容易，3）遊離皮
弁に匹敵する可塑性を有し，自由度も比較的高いなどの特徴を有
する。今回われわれは4例の口腔扁平上皮癌の術後再建を，SIF を
用いて行ったのでその概要を報告する。症例：原発部位は口底3
例，左下顎歯肉1例。年齢は58～83歳，男性2例，女性2例。いず
れの症例も糖尿病などの基礎疾患を有していた。手術時間は186～
240分，そのうち皮弁挙上に要した時間は40分程度で，術中出血は
10～63ml であった。経口摂取は術後7～14日で再開した。合併症
は皮弁先端部の部分壊死を4例中1例で認めたが，全例皮弁は生着
し，機能的および審美的に良好である。術後の観察期間は8～14ヶ
月と短期間であるが再発および頚部リンパ節転移を認めていない。
考察：SIF は，その適応を熟慮すれば，口腔再建に有用な選択肢
のひとつであると考える。
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1-D-12
当科で長期間経過観察を行った放射線性顎骨骨髄炎の2例

◯中西 義崇1）、窪田 昌平1）、盛岡 昌史2）、山崎 正1）

1）浅間南麓こもろ医療センター（小諸厚生総合病院）　歯科口腔外科、
2）信州大学医学部　歯科口腔外科

頭頚部がんの有効な治療法として放射線治療が行われることが多
いが、まれに放射線性顎骨骨髄炎を発症する場合がある。しかし
近年は保護床の使用や線量計算、線量分布の測定方法の進歩でそ
の発症率は減少している。今回われわれは10年以上前に放射線治
療を受け、腫瘍のコントロールはされているが放射線性顎骨骨髄
炎を発症した2例について報告する。 
症例1：65歳　男性　46歳時（1995年）に舌がんのため他院で小
線源療法を受け、治療19年後に右側下顎の疼痛と知覚鈍麻が出現
した。口腔内所見では多数の残根と右側下顎に骨露出があり、骨
シンチグラフィーで右側下顎骨に集積を認め、放射線性骨髄炎と
診断。原因歯の抜去及び高気圧酸素療法（10回）を行い、67歳時
に腐骨除去術を施行した。術後2 年経過後の下顎骨は正常粘膜で
被覆されており、現在経過観察中である。 
症例2：70歳　男性　57歳時（2004年）に中咽頭がんのため他院
で切除術と放射線治療（58.5Gy）を受けた。治療13年後に右下顎
歯肉部の排膿、疼痛が出現し、骨シンチグラフィーで右下顎骨に
集積を認め、放射線性骨髄炎と診断した。現在も症状は緩解、増
悪を繰り返し、X 線では次第に腐骨形成所見が著明で病態が進行
しており、引き続き経過観察予定である。

1-D-13
翼突筋静脈叢からの出血におけるヒトトロンビン含有止血
剤「フロシール」の使用経験

◯秋田 大輔、近藤 英司、山田 慎一、酒井 洋徳、盛岡 昌史、
橋詰 正夫、森下 廣太、栗田 浩
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

上顎歯肉癌は速やかに骨への浸潤をきたしやすく，上方では上顎
洞や鼻腔，後方では翼状突起および翼口蓋窩に進展するといった
解剖学的な特徴がある . 上顎歯肉癌の後方進展例に対する外科手
術においては，翼口蓋窩や側頭下窩に手術操作が及ぶため深層に
存在する翼突筋静脈叢からの出血が懸念され，圧迫止血や縫合処
置が有効とされているが，実際は止血に難渋し，大量出血をきた
したり，手術時間の延長に繋がるケースが多い .　ヒトトロンビ
ン含有ゼラチン使用吸収性止血剤であるフロシールは，牛コラー
ゲン由来の特殊な架橋ゼラチン粒子が創面血液と接触して膨張す
ることによるタンポナーデ効果と含有するヒトトロンビンがフィ
ブリン形成を促進することにより補完的に止血を得ることができ
る比較的新しい止血剤である . 粘稠性流動体であるなど操作性に
も優れ，短時間での止血効果も期待できるため，止血困難部への
有用性も期待できる。現在，整形外科領域や脳神経外科領域を中
心に使用されており，その有効性が報告されているが，本邦にお
ける頭頸部領域での報告は存在しない .　今回われわれは，上顎
歯肉癌の手術時に翼突筋静脈叢からの出血を認めた症例に対して
フロシールを用いて止血処置を行い、速やかで良好な止血効果が
得られた2例を経験したので、文献的考察を含めて報告する。

1-D-14
舌癌頸部再発後の癌性皮膚潰瘍に対してメトロニダゾール
ゲルを使用した1例

◯伊東 慶介、小川 将、横尾 聡、鈴木 啓佑
群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

【緒言】口腔癌終末期において局所が進行し皮膚潰瘍を生じると，
痛み，多量の浸出液，出血に加えて強い不快な臭気が出現する．
中でも癌性悪臭は，患者の QOL に多大な影響を与え，その精神
的苦痛は大きい．しかし，これまで癌性悪臭の管理法について明
確に確立されたものはなく，その対応に苦慮することも多い．今
回われわれは，舌癌頸部再発で癌性皮膚潰瘍を来した患者の悪臭
対策に，メトロニダゾールゲルを使用した 1 例を経験したので報
告する．【症例の概要】患者は59歳男性で，右側舌癌（cT2N0M0）
に対して気管切開術，舌可動部半側切除術，右肩甲舌骨筋上頸部
郭清術，大胸筋皮弁による再建術を施行した．術後1 年で右側頸
部郭清領域外再発（右側鎖骨上リンパ節転移）が出現した．切除
不能であったため cetuximab 併用放射線療法を施行したが，術後
2 年6 か月で PD となり，BSC へ移行した．転移巣は右側頸部か
ら前胸部へと急速に増大し，皮膚潰瘍を来した．浸出液の増加，
強い悪臭が出現したため，入院下で疼痛コントロールおよび皮膚
潰瘍の処置を行った．入院後2 か月で永眠となったが，皮膚潰瘍
にメトロニダゾール軟膏を使用することで悪臭は消失し，QOL は
改善した．【考察】癌性潰瘍の悪臭対策にメトロニダゾール軟膏を
使用し，消臭効果が得られ浸出液も減少した．口腔癌末期患者の
癌性皮膚潰瘍に対するメトロニダゾール軟膏の使用は，患者およ
び家族の QOL を改善する手段として有用である．

1-D-15
腓骨皮弁を用いた下顎再建 ～インプラント医との連携～

◯曽束 洋平1,3）、高岡 一樹2）、吉川 恭平2）、森寺 邦康2）、
野口 一馬2）

1）兵庫医科大学　形成外科、2）兵庫医科大学　歯科口腔外科、
3）新潟大学医歯学総合研究科　形成・再建外科

【目的】 
一般に骨による下顎再建後の歯科インプラントを用いた咬合再建
は残念ながら、「広範囲顎骨支持型補綴装置」として保険収載され
ているにも関わらず、再建した症例の10% にも満たない報告が多
い。今回、当院における腓骨皮弁を用いた下顎再建について検討
し、報告する。 

【方法】 
2013年12月～2018年9月の58ヶ月間に兵庫医科大学にて施行され
た腓骨皮弁を用いた下顎再建は31例であった。全例過去に報告し
た3D モデルを用い、周術期より歯科インプラント医と連携し、イ
ンプラント埋入に適した部分の腓骨が顎堤形成に寄与するように
下顎再建を施行した。術後2 年半以上経過した15例に関し、原疾
患、再建方法（1 次 or 2 次）、放射線照射歴、インプラント埋入
率等に関して検討した。 

【結果】 
原疾患は、歯肉癌12例、エナメル上皮腫2例、放射線性骨壊死1例
であった。1次再建は10例、2次再建は5例であった。15症例のう
ち、9 例：60% にてインプラント埋入をし、2 次手術まで終了し
た。インプラント埋入が不可であった6例のうち、3例は放射線照
射歴があり（1 例は放射線性骨壊死、2 例は術後放射線治療）、1
例は原病死、1例は他癌死、1例は他因死であった。 

【考察】 
再建外科医とインプラント医が綿密に連携したことにより、放射
線照射歴有症例と死亡症例以外でのインプラント埋入が全例可能
であったと思われた。
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1-D-16
舌全摘術後患者に人工舌装置を補填し咀嚼能率の改善を試
みた症例

◯藤本 亮太、山口 能正、合島 怜央奈、森 啓輔、檀上 敦、
山下 佳雄
佐賀大学　医学部　歯科口腔外科学講座

【緒言】 舌（亜）全摘術後の患者は腹直筋等を用いた舌再建術が行
われたとしても咀嚼，嚥下，構音といった機能障害が問題となる．
特に咀嚼、嚥下に問題を生じた場合は胃瘻形成も考慮しなくては
ならない．しかし，患者の経口摂取に対する要望は強い．今回、
咀嚼、嚥下に問題を抱えた舌全摘術後の患者に対して咀嚼補助装
置として人工舌を製作し、比較的良好な結果を得たので報告する． 

【症例および処置】 77歳　男性．右中咽頭癌（T4aN2bM0）の診断
のもと2018年1 月に当院耳鼻咽喉科にて右頸部郭清術，喉頭摘出
術，中咽頭腫瘍切除，舌全摘術，腹直筋皮弁による再建術が施行
された．術後より経口摂取を試みるも頻回に食塊を咽頭に詰まら
せたため，ミキサー食を摂取していた．摂取量が安定せず，体重
減少と脱水を繰り返すため胃瘻が造設された．患者の経口摂取に
対する強い要望もあり補綴装置の製作依頼を受けた．口腔内は，
舌の欠損のため口底部に広い空隙を認め，経口摂取後には多量の
食渣が残留していた．口底部の空間，ならびに非可動の皮弁よっ
て食塊形成が困難であることが障害の原因と考え，食物の歯列へ
の輸送を促す装置（人工舌）の製作を行った． 【結果と考察】 食
塊を連続して咀嚼することができ、嚥下がスムーズになった．装
置外縁に斜面を設けたことで食塊を歯面に輸送でき咀嚼効率が改
善したと考える．また口底部の空隙を人工舌で補填したことで誤
嚥も抑制された．

1-D-18
S-1内服併用化学放射線療法が奏功した超高齢者舌癌の
2例

◯久保 紀莉子1）、峯村 俊一1）、冨岡 大寛1）、松村 直樹1）、
大原 賢治1）、栗田 浩2）

1）飯田市立病院　歯科口腔外科、
2）信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

【緒言】 
超高齢者の口腔癌治療に際しては老化に伴う生理的予備能の低下，
循環器疾患をはじめとする全身的要因，治療後の機能性の維持困
難などから治療法の選択に苦慮し，根治的治療よりも姑息的治療
を選択せざるを得ないことが多い．今回われわれは，超高齢者の
進行舌癌に対して S-1 内服併用放射線治療を行い，著効を示した
2例を経験したので報告する． 

【症例1】 
87歳，女性．初診2016年9 月，左側舌縁後方部に正中まで達する
硬結，白斑を伴う内向性腫瘤を認めた．左舌癌（cT4N0M0）の診
断で， S-1（80mg/ 日，隔日）併用化学放射線療法を開始した．開
始41日目に貧血，腎機能低下，Grade3の口腔粘膜炎，両下肢の浮
腫を認め S-1を中止し，放射線治療のみ継続して計70Gy 照射完遂
した．治療後の画像検査で CR と判定した．1年9か月経過し，再
発，転移は認めていない． 

【症例2】 
89歳，男性． 初診2017年7月，右側舌縁から正中を超える内向性
腫瘤を認めた．右舌癌（cT4N0M0）の診断で， S-1（80mg/ 日，
隔日）併用化学放射線療法を開始した．開始37日目に腎機能低下，
両下肢の浮腫がみられ S-1を中止したが，計54Gy 照射完遂し，治
療後の画像検査で CR と判定した．6 か月後，患側頸部に後発転
移を認め，2018年3月根治的頸部郭清術を施行した．術後6か月経
過し，再発，転移は認めていない． 

【結語】 
超高齢者の進行舌癌2 例に S-1 内服併用化学放射線療法を行い良
好な経過を得た．超高齢者の口腔癌治療に置いて有効性が期待で
きる治療法と考えられた．

1-D-19
幻影細胞性歯原性癌に対し陽子線併用動注化学療法を施行
し5年経過した1例

◯大屋 貴志1）、高山 香名子1,2）、林 雄一郎1）、飯田 昌樹1）、
岩井 俊憲1）、小栗 千里1）、小泉 敏之1）、廣田 誠1）、來生 知1）、
光藤 健司1）

1）横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学、
2）南東北がん陽子線治療センター／総合南東北病院放射線治療科

【緒言】幻影細胞性歯原性癌（ghost cell odontogenic carcinoma）
は象牙質形成性幻影細胞腫の悪性型でまれな腫瘍である。今回わ
れわれは幻影細胞性歯原性癌と診断された手術拒否例に対し，陽
子線併用動注化学療法が有用であった 1 例を経験したので報告す
る。【症例】82歳，男性。鼻出血および左頬部の腫脹を主訴に当院
耳鼻咽喉科を受診し，生検の結果，幻影細胞性歯原性癌の診断と
なった。2011年9 月，当院耳鼻咽喉科より手術拒否に対する動注
化学放射線療法依頼のため当科紹介受診された。CT にて腫瘍に
よる上顎洞後壁の破壊を含め後上方への著明な進展がみられたた
め，陽子線併用動注化学療法の適応と判断し，南東北がん陽子線
治療センターにて2011年12月から2012年2月まで陽子線併用動注
化学療法（85.8GyE，外頸動脈留置，CDDP total 365mg/body）を
施行した。治療より 5 年経過し，再発，転移を認めず経過良好で
ある。【結語】幻影細胞性歯原性癌に対する陽子線併用動注化学療
法は有用であった。

1-D-17
下顎骨エナメル上皮腫の外科治療において開窓処置を先行
する意義について

◯渡邊 啓次朗、川村 和弘、野口 香緒里、山本 哲彰、
河野 憲司
大分大学　医学部　歯科口腔外科

【目的】当科では下顎骨の充実 / 多嚢胞型または単嚢胞型エナメル
上皮腫に対して腫瘍縮小を図る目的で、しばしば外科手術の前に
開窓処置を行っている。今回、開窓処置の意義について考察した。

【対象および方法】当科で治療を行った下顎骨エナメル上皮腫36例
（充実 / 多嚢胞型26例、単嚢胞型10例）を対象とし、患者カルテに
基づいて後ろ向き検討を行った。【結果】36例の外科手術は郭出術
＋骨削除が 9 例、骨切除術が27例（下顎骨辺縁切除術20例、区域
切除術7例）であった。このうち郭出術＋骨削合の5例と骨切除術
の16例で開窓処置を先行して行った。開窓処置により外科手術範
囲が縮小し、顎骨保存につながった症例は12例であった。術後再
発は36例中2例（5.5%）で、開窓後に郭出術＋骨削除を行った1例

（術後21年8ヶ月）、開窓なしに郭出術＋骨削除を行った1例（術後
1年10ヶ月）であった。骨切除術症例には再発はなかった。次に、
開窓の有無による腫瘍辺縁の組織学的所見の違いを下顎骨区域切
除術7例（開窓あり3例、なし4例）について検索したところ、開
窓症例は腫瘍発育先端と皮質骨内面との距離が大きい傾向であっ
た。【結語】開窓処置は顎骨温存と、郭出術＋骨削除後の腫瘍残存
の軽減に寄与するものと考えた。
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1-D-20
再発転移をきたした下顎歯肉癌に対して高気圧酸素療法お
よびセツキシマブ併用放射線療法が奏功した1例

◯久保寺 翔、佐野 次夫、木島 毅、秋本 琢磨、生形 遥、
須藤 弘喜、萩野 貴磨、守谷 亜沙人、中澤 貴士
医療法人徳洲会東京西徳洲会病院歯科口腔外科

【緒言】信仰上の理由で絶対的無輸血での治療を必要とする患者が
存在する．今回われわれは，再発転移下顎歯肉癌に対して絶対的
無輸血を治療条件とし，貧血に対して輸血の代替として高気圧酸
素療法（以下 HBO）を取り入れたセツキシマブ併用放射線療法

（以下 BRT）を行い奏功した 1 例を経験したのでその概要に若干
の考察を加えて報告する．【症例】患者：66歳女性．主訴：右下顎
歯肉の白斑．絶対的無輸血での治療を必要とするため某歯学部付
属病院より紹介来院．既往歴：関節リウマチ，右下顎骨骨髄炎．
患者背景 : エホバの証人入会中．体格はやせ型，顔面は左右対称
性．所属リンパ節の触知なし．開口制限なし．右下顎大臼歯部に
15mm 大の隆起した白色病変を認めた．下顎両側大臼歯部は欠損
していた．【処置および経過】切除生検を施行．臨床的には白板症
を疑ったが，病理組織学的結果は高分化型扁平上皮癌であった追
加切除を施行したところ断端陰性であったため，経過観察とした．
追加切除後3 か月経過時に局所再発および右頸部リンパ節腫脹を
認めた．再発転移下顎歯肉癌診断し Bonner study に準じた BRT

（50Gy/25f）を計画．貧血に対して輸血の代替として HBO を RT
直前に25回施行．BRT 完遂時には原発巣および所属リンパ節転移
はほぼ消失した．【考察】輸血の代替えとして行った HBO は BRT
患者の生命予後の改善に有効であることが示唆された。

1-D-21
ニボルマブが著効した原発不明癌頸部リンパ節転移の1例

◯稲葉 好則1）、日台 央子1）、山本 泰2）、井口 直彦1）、
小林 淳二1）

1）千葉西総合病院　口腔外科、2）日本大学松戸歯学部口腔外科講座

【緒言】免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブは抗 PD-1
抗体であり、T 細胞の細胞侵害活性を増強し抗腫瘍効果を示すと
考えられており、プラチナ抵抗性の再発または遠隔転移を有する
頭頸部癌に適応となっている。今回、原発不明癌左側頸部リンパ
節転移の後発転移症例に対してニボルマブが著効した症例を経験
したので報告する。 

【症例】65歳男性、2014年9月、左側頸部の腫瘤を主訴に当院受診。
精査の結果、左側頸部リンパ節転移（扁平上皮癌、TxN2bM0）の
診断にて、2014年10月に左側頸部郭清術を施行、術後放射線化学
療法（16Gy：患者希望にて中断、S-1：8 クール /2 週内服1 週休
薬）を行った。2015年1 月左側鎖骨窩リンパ節に転移を認めたた
め、Cmab+FP 療法（6クール）施行、効果判定として CR。以後
2016年7月まで Cmab 単独投与（46クール）にて経過評価してい
たが皮膚炎の増悪を認め投与終了。2017年1 月左側鎖骨窩リンパ
節転移再発を認めたため、再度 Cmab 単独投与（9 クール）行う
も腫瘍増大を認め、同年3月より PTX 投与開始。しかし治療効果
得られず効果判定として PD であったため、同年5 月よりニボル
マブ投与を開始となった。18クール終了時での効果判定は CR で
あり、現在36クール終了時に再発転移なく経過良好である。 

【結語】ニボルマブ投与により優れた治療効果を認めた症例を経験
したので報告した。

1-D-22
舌リンパ節転移に対して動注化学療法併用陽子線治療を
行った3症例

◯遠藤 大雅1,2）

1）南東北がん陽子線治療センター　放射線治療科、
2）横浜市立大学　顎顔面口腔機能制御学

【緒言】舌リンパ節は口腔癌においてまれに転移をきたす介在リン
パ節である．一般的に外科的切除の適応となるが，術後の嚥下障
害を生じやすい．今回我々は舌癌術後の舌リンパ節転移3 例に対
して動注化学療法併用陽子線治療を行ったので報告する。 

【症例】症例1：55歳男性，左舌癌．2015年7 月左舌部分切除術，
同年11月左頸部リンパ節転移のため左根治的頸部郭清術を施行し
た．2016年5 月左前外側舌リンパ節および右上内深頸リンパ節転
移を認めたが，手術拒否のため当科受診となった．症例2：64歳
男性，右舌癌．2015年4月右舌半側切除，前腕皮弁による再建術，
右肩甲舌骨筋上頸部郭清術を受けたが，2016年4 月右下内深頸リ
ンパ節転移にて右根治的頸部郭清術を施行した．同年12月右前外
側舌リンパ節転移を認め，手術拒否のため当科受診となった．症
例3：67歳男性，右口底癌．2016年4月右口底部分切除術を受けた
が2017年6 月右舌骨傍舌リンパ節転移および右顎下リンパ節を認
め，手術拒否のため当科受診となった．全例において IMRT 

（40Gy）と陽子線（30GyE）を併用した放射線療法と動注化学療
法を施行し，経過良好である． 

【結語】術後舌リンパ節転移の3例に対して動注化学療法併用陽子
線治療を行い，いずれも経過良好である．嚥下障害を含め重度の
機能障害は認めていない．この治療は患者の口腔機能維持のため
有効な選択肢となりうることが示唆された．

1-D-23
ニボルマブが著効した再発舌癌の1例

◯小川 芙美1）、雨河 茂樹1）、須澤 佳香1）、山根 菜央美1）、
西元 彩乃1）、中澤 光博2）、大西 徹郎1）

1）市立池田病院　歯科口腔外科、
2）大阪大学大学院　歯学研究科　顎口腔病因病態制御学講座 
 口腔外科学第二教室

【緒言】免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブは、プラチ
ナ抵抗性の再発または遠隔転移を有する頭頸部癌に対して承認さ
れ、その効果が期待されている。今回われわれは、切除不能再発
舌癌に対してニボルマブを投与し、腫瘍の著明な縮小を認めた症
例を経験したので報告する。【症例】63歳男性。左側舌縁部に55×
30mm 大の腫瘤を認め、左側舌扁平上皮癌（cT3N2bM0）の診断
の下、2015年6月他院にて左側舌部分切除術、左側全頸部郭清術、
右側肩甲舌骨筋上郭清術施行した。術後、局所再発に対して S-1、
CDDP、Cmab+PTX による化学療法を行うも腫瘍の急速な増大
を認め、プラチナ抵抗性と判断されたため、ニボルマブによる化
学療法施行目的に2018年7 月当科受診した。左側口底から正中を
超え、後方は舌根におよぶ50×30mm 大で硬結を伴う腫瘍を認め
た。舌の可動性はほとんどなく、会話や経口摂取は困難であった。
ニボルマブ3mg/kg を2週間間隔で投与開始したところ、3回投与
後には腫瘍の著明な縮小を認め、発語や食事摂取も問題なく行う
ことができるようになり、患者の QOL は向上した。明らかな免
疫関連有害事象等の副作用はみられず、現在もニボルマブ投与継
続中である。【結語】再発舌癌に対してニボルマブを使用し、効果
が得られた再発舌癌を経験した。今後も副作用に注意しながら、
投与を継続していく予定である。
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1-D-24
当科における再発・転移口腔癌治療に対する PTX-CBDCA- 
Cmab 療法治療症例の臨床的検討

◯高後 友之、山下 徹郎、細川 周一、松沢 祐介、山下 新之助、
斎藤 壮介
恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

【緒言】　
PCC （Paclitaxel（PTX）, Carboplatin（CBDCA）, 　 Cetuximab

（Cmab））療法は、比較的副障害が少ないレジメンであり、かつ、
外来通院可能な化学療法である．今回、われわれは、当科でおこ
なってきた口腔癌治療における、PCC 療法の有効性、安全性等を
検討したので報告する．

【対象・方法】　
2015年4 月～2018年10月までに当科で治療を行った口腔癌患者の
中で、PCC 療法を行った64症例のうち、再発・転移口腔癌患者25
例を対象とした．背景は、男性18例、女性7例、PS 0 ‐ 2、年齢
中央値67歳（38－89歳）であった．治療効果判定は RECIST v.1.1、
有害事象は CTCAE v.4.0を用いて評価した．

【結果】
最良評価判定にて、 完全奏功は 2 例（8％）、 部分奏功は 4 例

（16％）、奏効率は24％であった。重篤な副障害は、Grade 3・4
の好中球数減少13例（52％）、Grade3の血小板数減少2 例（8％）
であった。非血液毒性では、Grade2のインフュージョンリアク
ションを1例認め投与中止、Grade 3の皮疹を1例認めた。
無増悪生存期間は中央値4.1ヶ月、全生存期間は、中央値14.3ヶ月
であった。
PCC 療法は、毒性がほぼ許容範囲内であり、比較的安全に外来通
院でも投与可能であった。

【結語】
PCC 療法は、今まで再発・転移口腔癌治療に用いられてきた化学
療法レジメンよりも比較的安全に使用でき、効果も同程度以上で
あった．
今後も、口腔がん治療の中での、PCC 療法使用症例を追加、検討
し報告していきたい。

1-D-25
CTOS 法を用いた頭頚部癌オーガノイドの樹立とその性
質について

◯田中 徳昭1）、古郷 幹彦2）

1）大阪警察病院　歯科口腔外科、
2）大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室

国立がん研究センターの資料によると、口腔・咽頭癌の罹患率
および死亡率は依然増加を認めており、早急な対策が望まれる状
況である。近年、精密医療という概念が注目されている。精密医
療は患者における特定の遺伝子異常などに着目し、その異常に対
して効果がある薬剤などを選択して行う方法である。この精密医
療を支える基礎研究は一般的に 2 次元培養細胞株を用いて行われ
ていることが多いが、2 次元培養細胞株はしばしば元の腫瘍の性
質を失っていることが知られている。薬剤感受性試験などでは 2
次元培養細胞株より3次元培養細胞の方がより in vivo の結果と相
関することが知られている。一般的に、in vivo は結果に対する信
頼性は高いが、コスト面や簡便さに問題があることから、in vivo
モデルと同等の信頼性を示す in vitro モデルの樹立が望まれる。
そこで、我々は 3 次元 in vitro 実験モデルを樹立する目的で、頭
頚部癌患者の癌組織から頭頚部癌オーガノイドの作製を試みた。
オーガノイドの作製には Kondo らの CTOS 法を用い、30.2％で継
代培養可能なオーガノイドの樹立が可能であった。また、いくつ
かのオーガノイドからは2次元培養細胞株の樹立も可能であった。
樹立したオーガノイドの病理組織切片を作製し、元の腫瘍の病理
組織像と比較したところ、よく似た組織像を示し、CTOS 法で樹
立されたオーガノイドは元の腫瘍の性質を引き継いでおり、in 
vitro 研究モデルになり得ることが示唆された。

1-D-26
MicroRNA-361-3p のヒト口腔扁平上皮癌細胞の増殖に
おける役割

◯徳善 紀彦、中城 公一、小川 妃弥呼、合田 啓之
愛媛大学大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座

【目的】近年、種々の癌において悪性形質に関与する microRNA 
（miRNA） が発見され、特に癌遺伝子的性質を有する miRNA は 
oncogenic miRNA （OncomiR）、癌抑制遺伝子的性質を有するも
のは tumor-suppressive miRNA （TS-miR） と呼ばれている。今
回、われわれは網羅的 miRNA 機能阻害解析によりヒトロ腔癌細
胞の増殖に関与する OncomiR の同定を試みた。【材料と方法】ヒ
ト miRNA knockdown library をヒトロ腔扁平上皮癌細胞 （GFP-
SAS） に導入し、細胞増殖活性を評価した。つづいて、細胞増殖
に影響を与えた miRNA を GFP-SAS 細胞に導入し、その過剰発
現の効果を検討した。さらに、ヌードマウス背部皮下に GFP-SAS 
細胞を移植し、顕著な細胞増殖抑制を示した miRNA に対する
locked nucleic acid-アンチセンスオリゴヌクレオチド （LNA-ASO） 
の抗腫瘍効果についても検討した。【結果】ヒト miRNA 918 種類
のうち、miR-361-3p に対する LNA-ASO が最も著明な細胞増殖抑
制効果を示した。また、GFP-SAS 細胞に合成 miR-361-3p を導入
したところ、有意な増殖促進効果が認められた。さらに、ヌード
マウス背部皮下移植腫瘍においても miR-361-3p LNA-ASO 腫瘍内
投与は、有意な抗腫瘍効果を示した。【結語】miR-361-3p は、ヒ
ト口腔扁平上皮癌細胞の増殖を支持しており、有用な治療標的と
なり得る可能性が示唆された。

1-D-27
早期舌扁平上皮癌における原発巣と頸部後発リンパ節転移
巣における LpMab-23 の発現

◯中井 裕美1）、宮崎 晃亘1）、清水 翔太1）、土橋 恵1）、
小林 淳一1）、菊地 陽一1）、笹谷 聖1）、平塚 博義2）

1）札幌医科大学医学部口腔外科学講座、2）洞爺協会病院歯科口腔外科

【緒言】LpMab-23は , 癌特異的モノクローナル抗体技術を用いて
ヒト癌タイプのポドプラニンに対して作製された。我々はこれま
で早期舌扁平上皮癌切除切片を用いて LpMab-23の発現を免疫組
織化学的に検討し、その発現と臨床理組織学的所見の関係および
予後について Cox 比例ハザ ー ドモデルを用いて解析を行い、
LpMab-23の発現が頸部後発リンパ節転移の予後因子となりうるこ
とを報告してきた。今回、頸部後発転移症例の転移リンパ節での
LpMab-23の発現について検討した。【 対象と方法 】excisional 
biopsy を施行した早期舌扁平上皮癌60症例を対象とした。このうち
頸部後発リンパ節転移を認めたのは14例で頸部郭清術を行ったのは
12例であった。性別は男性5 例、女性7 例、年齢の中央値71歳、T
分類はT1：6例T2：6例、YK分類では、YK3：5例、YK4C/4D：
7例であった。また免疫組織学的に原発巣での LpMab-23の発現陽
性11例、陰性1例でこれらの症例の頸部後発転移巣での LpMab-23
の発現を免疫組織学的に検討した。【結果】全12例のうち転移巣で
の LpMab-23陽性例は10例で、これらはすべて原発巣の LpMab-23
発現陽性であった。被膜外転移症例7例中5例で LpMab-23強陽性
であった。【結語】原発巣での LpMab-23の発現は頸部後発リンパ
節転移の強力な危険因子であることが示された。被膜外転移を認
めた7例中5例で頸部後発リンパ節転移巣での LpMab-23の強発現
を認め LpMab-23が腫瘍浸潤能に関与している可能性が考えられ
た。
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1-D-28
マウス舌癌頸部リンパ節転移モデルにおける原発巣および
頸部リンパ節転移巣の腫瘍細胞周期の割合についての検討

◯栗岡 恭子1）、内橋 俊大1）、須河内 昭成1）、相川 友直1）、
三浦 雅彦2）、渡部 徹郎3）、古郷 幹彦1）

1）大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室、
2）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔放射線腫瘍学分野、
3）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　硬組織病態生化学分野

口腔癌における頸部リンパ節転移は、原発巣より腫瘍細胞がリン
パ管を経由しリンパ節に流入しそこで定着することにより形成さ
れると考えらえている。しかしながら、原発巣の細胞と頸部リン
パ節転移巣の細胞の性質の違いについては未だ不明な点が多い。
Fluorescent Ubiquitination-based Cell Cycle Indicator （Fucci）は
細胞周期によって異なる蛍光を発する蛍光タンパクであり、Fucci
を細胞に導入することにより、各細胞周期の割合を定量すること
が可能であり、クサビラオレンジは G0/G1期、アザミグリーンは
S/G2/M 期を標識している。 
本研究ではこの Fucci を遺伝子導入した腫瘍細胞を使用しマウス
舌癌頸部リンパ節転移モデルを作成し、原発巣と頸部リンパ節転
移巣内の腫瘍細胞における細胞周期について検討を行った。ヒト
扁平上皮癌である SAS に Fucci を導入した SAS-Fucci をヌード
マウスの舌に接種し、舌腫瘍を形成した。腫瘍接種10日後、原発
巣および頸部リンパ節を含むようにマウスを灌流固定し、検体を
作成した。凍結切片において蛍光性を観察したところ、リンパ節
転移巣では原発巣と比して G0/G1期を標識するクサビラオレンジ
の蛍光の割合が優位に上昇した。頸部リンパ節転移を形成する腫
瘍細胞は G0/G1期の細胞が重要な役割を担うことが示唆された。

1-D-29
DNA 修復機構をターゲットとした口腔がん治療の基礎的
研究

◯伊藤 宗一郎、仲川 洋介、桐田 忠昭
奈良県立医科大学医学部口腔外科

【目的】放射線照射や抗がん剤投与により、がん細胞に DNA 一本
鎖切断（SSB）や DNA 二本鎖切断（DSB）といった DNA 損傷が
生じる。DSB の修復経路には、大きく分けて相同組換え修復と非
相同末端結合修復の二つの修復経路があり、それぞれ多くの修復
酵素が関与している。DNA 損傷、特に DSB の修復に関与する経
路および修復酵素を標的とし、その発現を阻害することにより増
感効果が得られるかの検討を行った。【材料および方法】DNA 修
復酵素欠損細胞株を用い、X 線照射、温熱処理、5-FU 処理の各
処理を行い、細胞生存率を算出、標的 DNA 修復酵素の同定を行っ
た。SAS および HSC3を用いて、DNA 修復酵素阻害剤と併せて
X 線照射、温熱処理、5-FU 処理を行い細胞生存率を算出した。フ
ローサイトメトリーによって、ヒストン H2AX のリン酸化量を定
量し測定を行った。アポトーシスの算出は、フローサイトメトリー
を用いて subG1の定量を行った。また、Hoechst 染色によって形
態学的評価を行った。【結果】X 線照射群においては、DNA-PKcs
阻害剤を組み合わせることにより著明に細胞生存率が低下した。
温熱処理群および5-FU 処理群においては、BRCA2遺伝子の欠損
や ATR 阻害の組み合わせにより著明に細胞生存率が低下した。そ
れぞれ、ヒストン H2AX のリン酸化とアポトーシスの誘導が有意
に増加した。【結論】既存の治療法と DNA 修復酵素阻害剤の併用
により、より効果的ながん治療が可能となることが期待された。

1-D-30
UICC 第8版による舌癌の治療成績の再評価

◯松井 太輝、重田 崇至、綿越 健太、赤澤 登
兵庫県立がんセンター　口腔外科

【緒言】口腔癌の TNM 分類第8 版では T1-3 に depth of invasion
（DOI）が加わり，T4a は外舌筋浸潤の項が除かれた．そこで舌癌
について第8版の基準で再分類して第7版と第8版での治療成績を
比較検討した．【対象】2006年から2017年に当科で手術を施行した
舌扁平上皮癌250例．【結果】第7版でT1：99例，T2：106例，T3：
29例，T4：16例で，第8 版で T1：83例，T2：74例，T3：91例，
T4：2例．T-stage が不変な症例は171/250（70.4%），up-stage 例
は60/250（24%），down-stage 例は14/250（5.6%）．第7版の疾患
特異的生存率はT1：96%，T2：84.2%，T3：82.3%，T4：65%で，
第8版の疾患特異的生存率はT1：100%，T2：85.1%，T3：80.1%，
T4：0%．郭清時期を問わず，頸部転移を70例に認めた．頸部転
移率は第7 版で T1：12//99（12.1%），T2：35/106（33%），T3：
11/29（37.9%），T4：12/16（75%） で， 第 8 版 で T1：6/83例

（7.2%），T2：18/74例（24.3%），T3：44/91（48.4%），T4：2/2
（100%）．頸部転移率は第8版で T2と比べて T3で有意差を認めた
（p ＞0.001）．【考察】第8版への改訂で T 分類別の生存率に逆転は
見られなかったが，一方で T4症例が著しく少なくなった．第8版
での T 分類と頸部転移に相関を認め，DOI が大きくなれば頸部転
移が多くなることが示唆された．術前に DOI を計測することが重
要だが，画像診断では困難な場合もある．今後は各種画像診断に
よる術前 DOI 診断基準の向上が必要であると考えられた．

1-D-31
当科における舌扁平上皮癌症例の新 TNM 分類による再検
討：旧 TNM 分類との比較

◯橋本 憲一郎、佐々木 三奈、勝俣 由里、田中 文恵、
吉住 潤子、安西 寛真、大林 佑子、首藤 俊一、平木 昭光、
池邉 哲郎
福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座

【緒言】口腔癌の TNM 分類が2017年より第8版（新分類）へ改定
され、第7 版（旧分類）にはなかった「腫瘍の深達度（DOI）」、

「節外浸潤（ENE）」が追加された。今回、舌扁平上皮癌症例を新
分類に従って再分類し、新旧分類での相違などを後ろ向きに比較・
検討した。【対象と方法】2006年1月から2016年11月に当科にて根
治手術を施行した舌扁平上皮癌1 次症例、かつ資料の揃った59例
を対象とした。DOI、ENE は触診、画像診断にて評価した。【結
果】cT 分類では、旧 T1：19例中の7例（36.8%）、旧 T2:31例中の
13例（41.9%）が up-grade し、旧 T4：4例は全例が新 T3に down-
grade した。cN 分類では、旧 N2b：11例中の 2 例（18.2%）が新
N3b に up-grade し た。pT 分 類 で は、 旧 T1：18例 中 の 3 例

（16.7%）、旧 T2:33例中の10例（30.3%）が up-grade し、旧 T4：4
例は全例が新 T3に down-grade した。pN 分類では、旧 N2b：6
例中の4例（66.7%）が新 N3b に up-grade した。DOI による生存
率は、深達度に応じて低下がみられ、それに earlyT2と lateT2と
の関係を評価すると、DOI ≦5mm では early・lateT2ともに生存
率は良好であったが、5mm ＜ DOI になると early・lateT2によら
ず生存率は不良となる傾向であった。また、Stage による生存率
では、新分類の方が進行度に応じた値が得られた。【結論】DOI や
ENE の評価により的確な Staging ができ、予後を反映することが
示唆された。しかし、評価方法の標準化などを図る必要性がある
と考えられた。
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2-C-1
当科における口底癌の頸部リンパ節転移

◯炭野 淳1）、八木原 一博1）、柴田 真里1）、岡村 武志1）、
桂野 美貴1）、原口 美穂子1）、石井 純一1）、柳下 寿郎2）、
石川 文隆2）

1）埼玉県立がんセンター歯科口腔外科、
2）埼玉県立がんセンター病理診断科

【目的】口底癌の頸部リンパ節転移様相に関する詳細な報告は少な
い。今回、口底癌の頸部リンパ節転移様相に関して、舌癌の転移
様相と retospestive に比較、検討をした。【対象】2000年から2017
年までに当科で口底癌、舌癌に対して頸部郭清術を施行し、病理
組織学的に扁平上皮癌と診断された口底癌15例、舌癌131例とし
た。口底癌は男性12例、女性3例、年齢は32歳～76歳（中央値65
歳）、T 分類は T1: 7例、T2: 3例、T3: 4例、T4: 1例、占拠部位
は前方型10例、側方型5例であった。舌癌は男性84例、女性47例、
年齢は24歳～82歳（中央値58歳）、T 分類は T1: 25例、T2: 77例、
T3: 23例、T4: 6例、占拠部位は舌縁型121例、舌下面型10例であっ
た。【結果】転移リンパ節の個数は口底癌では、単発が9例、複数
が 6 例、舌癌は単発45例、複数が86例であった。転移リンパ節の
最遠位 level は、口底癌で Ia: 1例、Ib: 6例、II: 2例、III: 5例、IV: 
1例、舌癌で Ia: 2例、Ib: 21例、II: 49例、III: 34例、IV: 20例、V:  
5例であった。また、健側まで転移のあった症例は、口底癌で4例

（26.7%）、舌癌で 9 例（6.9%）であった（p ＜0.05）。【結論】口底
癌の頸部リンパ節転移は舌癌より健側転移を考慮して、診断なら
びに郭清範囲を決定すべきである。

2-C-2
当科における口腔癌放射線治療後のう蝕発生に関する検討

◯成田 紀彦、伊藤 良平、今 敬生、中川 祥、久保田 耕世、
小林 恒
弘前大学　医学部　歯科口腔外科学講座

【目的】放射線治療後の有害事象の一つとして唾液腺障害による口
腔乾燥が挙げられる。口腔乾燥はう蝕を発症させる大きな原因の
一つである。当科において口腔癌に対し放射線治療を行った患者
のう蝕について検討する。【方法】当科において口腔癌に対し放射
線治療を行った患者は2009年から2018年の10年間に98例であった。
そのうち、放射線照射前に無歯顎であった患者を除く、照射終了
後6 ヶ月以降にパノラマ XP を撮影可能であった患者30例を対象
とした。30人の内訳は放射線単独1例、静注化学療法併用2例、動
注化学療法併用27例であった。パノラマ撮影を行った期間は照射
終了後6－84ヶ月で、パノラマ XP で確認可能な C2以上のう蝕を
対象とした。【結果】対象症例の全歯数は433本で埋伏歯は対象外
とした。喪失歯数は10本で喪失率2.3％、う蝕数は184本でう蝕発
生率43.5％であった。根管治療を受けている歯、FMC を装着中の
歯の発生率とそれ以外の歯のう蝕の発生率、C4の割合についても
検討する。また、観察期間の長短によるう蝕の発生率についても
報告する。

2-C-3
口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節後発転移に対する当科の治
療成績と予防的頸部郭清の適用についての考察

◯河野 憲司、河野 辰行、阿部 史佳、川村 和弘、山本 哲彰、
渡邊 啓次朗、野口 香緒里、高橋 喜浩
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座

【緒言】当科では口腔扁平上皮癌 N0症例には予防的頸部郭清は行
わず、超音波検査による厳重な経過観察を行っている。本発表で
は頸部リンパ節後発転移の治療成績を報告し、予防郭清の要否に
ついて考察する。【対象】2000年～2013年に当科で治療した口腔扁
平上皮癌 N0症例のうち、リンパ節後発転移を生じた43例（原発巣
は制御）を対象とした。【結果】43例中40例は患側のみの転移、3
例は両側転移で、計46側に全頸部郭清（RND）を行った。郭清術
式は38側が機能的 RND、8側が根治的 RND であった。転移個数
は31例が1または2個、残り12例は3個以上（最高8個）であった。
3 個以上の転移症例のうち 8 例に術後補助療法（放治±化療7 例、
化療のみ1例）を施行した。治療後の頸部再発を5例に認め、うち
2例は救済手術により制御、3例は頸部非制御であった（頸部制御
率93.0％）。また頸部制御後に 2 例で異時性多発口腔癌、1 例で遠
隔臓器転移を生じ、腫瘍制御できなかった。43例の転帰は AO：
30例、DC：6 例、DO：7 例（平均観察期間92.6か月）であった。

【考察】後発転移の早期診断により多くの症例で機能的 RND が適
応でき、かつ良好な治療成績であった。しかし一部の症例で郭清
後に放治を要し、QOL 低下を招く結果となった。複数リンパ節転
移は原発巣における癌細胞の核多型度により予測できるため（河
野、第51回日本癌治療学会にて発表）、QOL の観点から高度核多
型症例には予防郭清を行う方がよいと考える。

2-C-4
がん患者における周術期口腔機能管理中に発症した骨吸収
抑制薬関連顎骨壊死の検討

◯草深 佑児1）、鎌田 孝広1）、篠原 潤1）、酒井 洋徳1,2）、栗田 浩2）

1）長野市民病院　歯科口腔外科、
2）信州大学医学部付属病院　歯科口腔外科学教室

【緒言】がんの進行に伴う骨転移を認める患者に対しては骨吸収抑
制薬を使用することがある。骨吸収抑制薬や血管新生阻害薬の使
用開始の際は口腔内を最善の状態にした上で使用することが望ま
しく、使用後も口腔管理を維持継続することが重要となる。注射
剤による骨吸収抑制薬に関連する顎骨壊死（ARONJ）のリスクは
約1～2％と言われている。今回われわれは、当院におけるがん患
者に対する周術期口腔機能管理中に発症した ARONJ について調
査した。【方法】当院では2014年から周術期口腔機能管理を開始し
た。2014年4月から2018年8月までに周術期口腔機能管理中に骨吸
収抑制薬ゾレドロネート、デノスマブを使用した症例を抽出し、
その内 ARONJ の診断基準を満たした症例について調査を行った。

【結果】周術期口腔機能管理中に注射剤による骨吸収抑制薬を使用
した患者は177名であった。その内12名に ARONJ の発症を認め
た。ARONJ のステージ分類ではステージ1は4例、ステージ2は
4例、ステージ3は4例であった。われわれが骨吸収抑制薬使用開
始前に介入し発症した方は 4 名であり、ステージの内訳はステー
ジ1が2例、ステージ2が1例、ステージ3が1例であった。【結論】
当院のがん患者における周術期口腔機能管理中に発症したARONJ
の発症率は6.8％であった。その内周術期口腔機能管理介入後に骨
吸収抑制薬を使用した方の発症率は2.3% であった。
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2-C-5
口腔扁平上皮癌における N0症例の頸部後発転移の検討

◯中道 祥之、足利 雄一、栗林 和代、大廣 洋一、鄭 漢忠
北海道大学　大学院　歯学研究院　口腔病態学分野　 
口腔顎顔面外科学教室

口腔癌における予防的頸部郭清の適応と予後については様々な見
解があり、一定の基準は存在しない。当科では臨床的に頸部リン
パ節転移を認めない症例に対しては wait and see policy を原則と
しており、後発転移を認めた時点で頸部郭清を行う態度をとって
いる。今回、口腔扁平上皮癌における頸部後発転移症例について、
その出現率および治療成績について検討したので報告する。2000
年1 月から2016年12月の間に当科で治療を行った口腔扁平上皮癌
新鮮例のなかで N0と診断し原発巣切除の際に頸部郭清を行わず、
経過観察していた症例（147）例を対象とした。原発巣再発を認め
た症例と口腔多発癌症例は除外した。後発転移が出現し頸部郭清
を行い病理組織学的に転移と診断された症例は30例あり、後発転
移率は20.4％であった。部位別の後発転移率は、口底が30.0%

（3/10）と多く、上顎歯肉29.4%（5/17），舌21.0%（17/81），下顎
歯肉19.0%（4/21），頬粘膜5.6%（1/18）であった。T 分類別で
は、T1：13.4%（9/67）、T2：24.2%（15/62）、T3：50.0%（3/6）、
T4：25.0%（3/12）であった。初回治療から転移確認までの期間
の中央値は4か月であり、被膜外浸潤は18例（60.0％）に認めた。
頸部郭清術後に照射した症例が 6 例、S-1 を使用した症例が 4 例
あった。郭清後の経過は、郭清内再発が4例、対側頸部転移が2例
に認められ、いずれの症例も制御できなかった。2 例に遠隔転移
を認めた。後発転移例の疾患特異的5年生存率は75.6% であった。

2-C-6
蛍光粘膜観察装置による舌癌の観察と病理学的評価

◯高橋 理1）、國領 真也2）、吉賀 大午2）、田中 純平2）、三次 翔1）、
土生 学1）、笹栗 正明1）、吉岡 泉2）、冨永 和宏1）

1）九州歯科大学　歯学部　顎顔面外科学分野、
2）九州歯科大学　歯学部　口腔内科学分野

【目的】近年，悪性腫瘍切除時の安全域の決定に Fluorescence 
Visualization 技術の応用が検討されつつある．これは病変部の代
謝亢進による補酵素の減少，Collagen Cross Linkの破壊によって，
青色励起光を照射したときに緑色蛍光が減弱する現象（蛍光ロス）
を応用したものである．今回われわれは，蛍光粘膜観察装置（イ
ルミスキャン）にて舌癌の観察と病理学的な評価を行った．【対象
と方法】本研究は T2以下の舌癌の8例に対して施行．手術の際に
イルミスキャンにて病変を観察し，蛍光ロスを認めた部分をメス
にてマークし，最終的な切除範囲についてはヨード染色にて決定
した．蛍光ロス部分の評価は術後病理標本にて行なった．【結果】
まず術者が蛍光ロスと判断した部位をイルミスキャン画像解析ソ
フトにて解析を行ったところ，輝度は凡そ95以下であった．また
蛍光ロスを認めた部分の病理所見は，粘膜固有層におけるリンパ
球浸潤や，基底細胞および棘細胞の増殖の傾向などが認められた．

【結論】今回，イルミスキャンを使用して舌癌の観察を行ったとこ
ろ，病変周囲の上皮性異形成の範囲を評価する方法としての有用
性が示唆された．

2-C-7
舌扁平上皮癌 StageI・II 期症例の検討

◯麻生 真希1）、荘司 洋文1）、猪俣 徹1）、北詰 栄里1）、
町田 智正1）、丹野 咲貴1）、岡部 貞夫2）、辺見 卓男2）、
出雲 俊之2）、柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、
2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科

【緒言】舌扁平上皮癌は発生頻度が高く，治療法の標準化に伴い治
療成績は向上している．一方舌扁平上皮癌の中にも進行がんのみ
ならず早期がんにも予後不良例が一定程度存在し，予後改善に患
者の各種因子や治療内容を再検討する必要がある．我々は舌扁平
上皮癌 StageI・II 期を対象として検討したので報告する．【対象】
対象は2009年4月から2017年3月までの日本歯科大学附属病院口腔
外科において1次治療で手術を施行した舌扁平上皮癌 I・II 期症例

（I：92例， II：33例）で診療録より臨床型，YK 分類，深達度，再
発の有無，後発転移の有無，治療成績について検討を行った．観
察期間は1年以上とし，Kaplan-Meier 法により5年生存率を求め，
有意差検定は Logrank test を行い，5% 有意差ありとした．【結
果】部分切除症例が大半であったが，I 期でも半側切除症例が 3
例，II 期で半側切除術および予防的頸部郭清術，再建術を施行し
た症例が 4 例あった．5 年生存率は I 期：92%，II 期：80% であっ
た．原発再発が 8 例（6%）， 原発および頸部再発が 1 例（0.8%）， 
頸部リンパ節後発転移が21例（17%）であった．YK 分類，深達
度では YK4C・4D， MP2において OS および DFS ともに有意差を
認め，頸部リンパ節後発転移でも OS で有意差を認めた．【考察】
浸潤様式および深達度で予防的頸部郭清術を考慮すべきとの報告
があり，本検討でも YK4C・4D， MP2以上の症例で予後不良であ
り，再発ハイリスク症例以外でも予防的頸部郭清術を含めた治療
を検討するべきであると考えられた．

2-C-8
当科で行った PCE 療法の治療検討

◯新山 宗1）、林 信1）、今待 賢治2）、秦 浩信2）、上田 倫弘1）

1）独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　口腔腫瘍外科、
2）独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　歯科口腔外科

【目的】口腔扁平上皮癌の基本治療は手術、化学療法、放射線治療
を組み合わせた集学的治療である。2人に1人ががんになる時代と
なり、がん治療と職業生活の両立が謳われる中、化学療法におい
て強い副障害や入院下での投与は避けられるようになってきてい
る。また、治療後の良好な QOL 維持のため機能温存と形態保持
は重要であり、術前治療後の縮小手術は理想であるが、明確な基
準がないのが現状である。【方法】2016年6月から2018年8月の間
に当科を初診し、PCE 療法を施行した口腔がん患者39例について
検討した。検討項目は、2 年全生存率（以下、2 年 OS）、臨床評
価、組織学的治療効果判定、入院の有無、副障害とした。【成績】
中央値年齢は67歳（32～87歳）であった。一次症例は20例で、病
期分類は StageII 1例、StageIII 1例、StageIVA 15例、StageIVB 
2 例、StageIVC 1 例であった。二次症例は19例で、病期分類は
StageIVA 12例、StageIVB 6 例、StageIVC 1 例であった。2 年
OS は76.9% で、一次症例20例では83.3%、2次症例19例では74.9%
であった。奏効率は69%（CR4例、PR23例）であった。外来化学
療法を行ったのは13例で、Grade3以上の血液毒性を認めたのは21
例、非血液毒性を認めたのは 2 例であった。【結論】今回当科で
行った PCE 療法の治療について検討したので発表する。
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2-C-9
口腔癌における PET-MRI　～第二報～

◯瓜生 開人1）、南川 勉1）、大橋 雄高1,2）、松田 彩1）、
武田 大介1）、筧 康正1）、松井 太輝1）、榊原 晶子1）、
長谷川 巧実1）、明石 昌也1）、古森 孝英1）

1）神戸大学　大学院医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野、
2）北播磨総合医療センター歯科口腔外科

【緒言】口腔癌における画像診断は CT，MRI，PET-CT が有用と
されてきた。近年，全国の数施設に PET-MRI が導入された。昨
年の第36回日本口腔腫瘍学会学術大会で口腔癌におけるPET-MRI
の有用性，特に N-staging の正診率において PET-CT より優れて
いたことを報告した。今回症例数を増やし報告する【対象】2016
年7月から2018年5月までに当科を初診した口腔癌患者のうち，術
前に PET-MRI を撮影し病理組織学的に頸部転移の有無を確認し
えた33例とした。原発巣は舌12例，下歯肉8例，上歯肉7例，口底
3 例，他3 例であった。比較対象とする PET-CT は PET-MRI と
比較的同時期に撮影された症例とした【結果】PET-MRI の頸部
リンパ節転移診断精度は感度87.5％，特異度68.0％，陽性的中率
46.7％，陰性的中率94.4％，正診率72.7％であった【考察】比較対
象の PET-CT の頸部リンパ節転移診断精度が感度72.7％，特異度
68.8％，陽性的中率61.5％，陰性的中率78.6％，正診率70.4％であっ
たのと比較するとほぼ同等の正診率であった。しかし各的中率の
相違は PET 機器自体の FDG 感度の違いが背景にあるため適切な
比較検討は難しい。われわれが考えるPET-MRIの有用性は，FDG
感度に依存する N-staging の評価よりも，解剖学的に軟組織およ
び硬組織が混在する頭頸部領域での原発巣の精査には CT よりも
MRI が有用な症例も多く存在するため，症例ごとの選択が必要と
考えられた。発表では各原発巣への画像評価を検討し報告する予
定である

2-C-10
ウェアラブルデバイスを用いた口腔癌患者に対する新たな
嚥下機能評価の試み

◯西 慶太郎、田中 昭彦、有村 麻耶、久米 健一、後藤 雄一、
濱田 倫史、比地岡 浩志、杉浦 剛
鹿児島大学医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　 
顎顔面疾患制御学分野

口腔癌患者においては手術や化学放射線療法などの治療後に嚥下
機能障害が生じることがあるため嚥下機能評価は重要である。嚥
下機能検査には簡易検査、嚥下内視鏡検査（VE）、嚥下造影検査 

（VF）がある。VE や VF は嚥下機能検査としての有用性は高い
が機器・設備の必要性や透視時の被爆等の患者負担があり頻回に
は行いにくい。一方、簡易検査には反復唾液飲みテスト、水飲み
テストなどがある。これらの検査はベッドサイドや外来診察室で
も実施できるが、嚥下障害の病態を直接的に評価することはでき
ない。 
そこで、われわれは、患者の負担が少なく、簡便に行える新たな
検査として頸部に装着するウェアラブルデバイスにて嚥下音波形
を採取し、正しく嚥下できたか判定する頸部装着型嚥下機能計測
を行なった。本法は嚥下の一連の運動を頸部に装着したマイクロ
フォンで嚥下音を拾い、リアルタイムで波形を人工知能により分
析、判定する。装置を頸部に装着するのみで検査が可能なため侵
襲はほとんどなく、ベットサイドでも容易に検査が可能で術直後
の患者でも検査を行うことができる。また、着脱や操作も非常に
簡単で、医師、歯科医師、言語聴覚士以外の職種でも検査を行え
る。現在、われわれは、この本法による嚥下機能評価の有用性を
既存の検査法と比較し検討を行なっている。本発表ではその概要
を報告する。

2-C-11
当科における口腔癌再建患者の嚥下機能の評価

◯中山 洋平1）、山川 延宏1）、上山 善弘1）、柳生 貴裕1）、
上田 順宏1）、仲川 洋介1）、高橋 佑佳1）、有川 翔1,2）、
桐田 忠昭1）

1）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、2）松坂市民病院　歯科口腔外科

【緒言】口腔癌に対する治療は手術が中心的な役割を果たしている
が，切除範囲，再建方法，その他の様々な要因で嚥下障害が引き
起こされる。当科では再建術後の嚥下障害の評価は以前より，嚥
下造影検査，嚥下内視鏡検査などにより行ってきた。2016年6 月
からは，簡便で客観的に嚥下障害を評価できると報告された，兵
藤らの嚥下内視鏡検査スコア（VE スコア）を用いて，リハビリ
や経口摂取開始の評価を行ってきた。これまで，同スコアで口腔
癌術後の嚥下機能障害を評価した報告は見当たらない。今回我々
は，これまでに当科で評価した症例の検討を行ったので報告する

【対象・方法】2016年6 月から2018年9 月までに，VE スコアで評
価した口腔癌根治術施行時の一次再建症例33例（男性15例，女性
18例，平均年齢69.8歳）を対象とした。これらの患者の診療録よ
り， 腫瘍部位， 病期分類， 術式，VE スコア， 経過などを
retrospective に検討した。【結果】腫瘍の原発部位は舌と下顎歯
肉が多くそれぞれ11例，頬粘膜6 例，上顎歯肉4 例，口底1 例で
あった。T 分類では T4b は3例，T4a は17例であった。経口摂取
開始時期は平均17.1日，経管栄養を離脱した時期は平均21.2日で
あった。経管栄養離脱時期に対して VE スコアは正の相関を示し，
術式では mandibular swing approach の有無が影響する因子で
あった。【結語】VE スコアは簡便に使用でき，口腔癌の再建患者
の術後の嚥下機能障害の評価に対しても有用であることが示唆さ
れた。

2-C-12
口腔扁平上皮癌に対する待機期間を利用した術前 S-1使
用の検討

◯高野 昌士、佐藤 健彦、和田 麻友美、牧野 修治郎
北斗病院　歯科口腔外科

【緒言】口腔癌治療は切除可能であれば手術主体とするのが標準的
であるが，手術までの待機期間に腫瘍増大を認めることがある．
今回手術までの待機期間に S-1 単独投与した症例について検討し
た .【対象と方法】2003年から2017年までに進展癌と判断された
Stage ＩＩ以上の切除可能口腔扁平上皮癌一次例で，術後1年以上
経過した47例．原発は下顎歯肉17，舌と上顎歯肉各8，頬粘膜7，
口底5，口蓋2．病期は StII : 9，StIII :18，StIVA:19，StIVB: 1．
観察期間3－60か月（中央値58.4か月）．受診から予定手術までの
待機期間に S-1を10日間以上服用した症例（S-1群）と前治療なし
の症例（対照群）を後ろ向きに比較検討した．【結果】S-1群は25
例で待機期間21～65日（中央値32日），対照群は22例で 7 ～35日

（中央値24日）であった．S-1 群の毒性は粘膜炎 G3 と白血球減少
G2 各1 例，食欲低下 G1 2 例であったが手術延期例はなかった．
臨床効果は PR 9，NC 16, 組織学的効果は G0 6, G1 8，G2 8，G3 
3．S-1群／対照群の転帰は，無病生存18／11例，他病死2／6例，
担癌生存1／1例，原病死4／4例であった．疾患特異的5年生存
率は84.0／81.8%, 無病生存率76.0／54.5％で有意差はなかった．【結
論】待機期間を利用した S-1投与は予定手術を延長させなかった．
S-1群は対照群よりも待機期間が8日間長かったが生存率に差は認
められなかった．待機期間を利用した S-1 の有用性はさらなる検
討が必要と思われた．

156 第 37 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

一 

般 

演 

題 

（
口
演
）

一 

般 

演 

題 

（
口
演
）



2-C-13
局所進行口腔癌に対する cetuximab 併用動注化学放射線
療法の治療効果と安全性に関する前向き研究

◯來生 知、林 雄一郎、大屋 貴志、飯田 昌樹、岩井 俊憲、
小栗 千里、小泉 敏之、廣田 誠、光藤 健司
横浜市立大学　大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

［緒言］我々は局所進行口腔癌（LA-OC）に対して逆行性超選択
的動注化学放射線療法（動注 CCRT）を施行し良好な局所制御率・
生存率を示しているが、主な死因として遠隔転移があり克服すべ
き課題である。今回我々は LA-OC に対して施行した cetuximab
併用動注 CCRT に関して、その治療効果と安全性について前向き
研究を行った。［対象・方法］2014年1月~2017年6月に動注CCRT
を行った T3, T4口腔癌65症例を対象とし、cetuximab 併用動注
CCRT は14例、動注 CCRT 単独を51例施行し、比較検討を行った。

［結果］N 分類及び Stage 分類において cetuximab 併用群で有意に
進展例の割合が高かった。観察期間中央値は30ヶ月でcetuximab 併
用群の奏功率は100% （CR85.7%、PR14.3%） であった。無増悪3年
生存率 （PFS） 及び 3 年生存率 （OS） はそれぞれ78.6% （95% CI, 
47.2% to 92.5%）と 78.6% （95% CI, 47.2% to 92.5%）で動注 CCRT
単独群と有意差は認めなかった。遠隔転移率も有意差を認めなかっ
たが、N2b ≦症例では cetuximab 併用群で PFS の有意な延長を
認めた。有害事象に関しては両群において高頻度で Grade 3の口
腔粘膜炎および皮膚炎を認めた。また完遂率に差は認めなかった
が、動注 CCRT 単独に比較して cetuximab 併用群で感染症の増加
を認めた。［結論］ LA-OC に対する cetuximab 併用動注 CCRT は
高い奏功率と生存率を示しており、特に頸部リンパ節転移を認め
る症例において cetuximab の上乗せ効果が示唆された。

2-C-14
口腔癌における遊離皮弁再建術合併症のリスク因子に関す
る検討 - 術前アルブミン値、リンパ球数・単球数比に着目
して -

◯石塚 真士、小林 大輔、渡部 幸央、神山 勲、重松 司朗
東京都立多摩総合医療センター　歯科口腔外科

マイクロサージャリー技術の進歩にともない基礎疾患を有する患
者や高齢者の口腔癌患者に対し遊離皮弁を用いて即時再建術を行
うことが可能となった。しかし術後は全身的、局所的な合併症の
対応に苦慮することも少なくない。主に消化管手術における術前
血清アルブミンの低下は術後合併症の原因として重要視されてい
る。 また、 リンパ球数・ 単球数比 （lymphocyte to monocyte 
ratio：以下 LMR） は、末梢血リンパ球数と単球数を用いた宿主の
免疫・炎症反応の指標であり、さまざまな癌において予後マーカー
としての有用性が報告されている。そこで今回われわれは2009年
1 月から2018年9 月の間に当科で遊離皮弁を用いて即時再建術を
行った128症例を対象に血清アルブミン値、LMR に着目し、術後
合併症とくに手術部位感染（Surgical site infection：以下 SSI）お
よびせん妄の発生に関連する因子について統計学的に解析を行っ
た。年齢は27歳から92歳に分布し中央値は70歳で性別は男性87例、
女性41例であった。術後合併症で SSI は21例に認め、せん妄は36
例に認めた。ロジスティック回帰分析により SSI 発症と関連する
因子は見いだせなかったが、せん妄と LMR が独立した危険因子
であった（P ＝0.018）。術前からの栄養状態や LMR を始めとする
宿主の免疫状態などを評価し、術後合併症の可能性を考慮したう
えで手術適応や術式を決定するように努める必要があると考えら
れた。

2-C-15
下顎歯肉に発生した Neuroendocrine carcinoma の1 
例

◯纐纈 衆1,2）、川井 忠1）、齊藤 悠1）、野上 晋之介1）、宮下 仁1）、
森 士朗1）、山内 健介1）、永井 宏和1）、山下 善弘2）、
熊本 裕行3）、高橋 哲1）

1）東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座　顎顔面・口腔外科学 
分野、2）宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野、
3）東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座　口腔病理学分野

【緒言】Neuroendocrine carcinoma （以下，NEC） は神経内分泌細
胞に由来し，増殖が速く，早期に転移・再発を起こしやすいこと
から，悪性度の高い腫瘍とされる．頭頸部領域，特に口腔原発の
NEC の報告例はきわめて稀である．今回われわれは，下顎歯肉に
発生した NEC の 1 例を経験したので報告する．【症例と経過】64
歳，男性．2017年3 月，当院消化器内科で左側下顎歯肉腫瘤を指
摘され，当科を受診した．初診時，左側下顎臼歯部舌側歯肉に径
21×15mm 大，赤色を呈し弾性軟で外向性に発育する腫瘍性病変
を認めた．MRI では同部に T1強調像にて低信号，T2強調像にて
高信号を呈し，軽度造影剤増強効果を伴う腫瘍性病変を認め，PET 
CT にて SUVmax 7.5の FDG 集積を認めた．生検で低分化型扁平
上皮癌の病理組織学的診断を得たため，同年5 月，下顎歯肉癌
cT2N0M0の診断にて全身麻酔下に下顎辺縁切除を施行した. 現在 , 
術後16か月経過したが再発を認めず経過観察中である．【病理組織
学的所見】粘膜下に中分化型の扁平上皮癌の浸潤性増殖を認めた . 
また明瞭な核小体を有し微細顆粒状胞体を伴う大型の異型細胞が胞
巣状に増殖を呈する神経内分癌が混在した腫瘍を認めた．免疫組織
化学的検査で神経内分泌癌主体の領域において，Synaptophysin お
よび Chromogranin A 陽性を呈し，Ki-67 index は60% であった．

【病理組織学的診断】Neuroendocrine carcinoma．【結語】今回，
下顎歯肉に発生した NEC の1例を報告した．

2-C-16
口腔癌術後の肺転移に対する体幹部定位放射線治療

（SBRT）を施行した症例について

◯中川 祥、久保田 耕世、伊東 良平、成田 紀彦、栗橋 龍志、
小林 恒
弘前大学大学院医学研究科医科学専攻歯科口腔外科学講座

【緒言】口腔癌の原発巣に対する治療成績は向上しているが、遠隔
転移の制御は困難であり、予後に与える影響は大きい。当科では
口腔癌治療後の肺転移に対して2008年より体幹部定位放射線治療

（SBRT）を行っている。これまでの結果について検討し、若干の
知見を踏まえ報告する。【症例】2008年4月から2018年3月までに
当科を受診され、口腔癌に対する治療後、肺転移をきたした患者
7名を対象とした。性別は男性5名、女性2名、平均年齢は63.3歳
であった。部位別では下顎歯肉3 例、舌3 例、口底1 例であった。
病理組織学的分類では、高分化型扁平上皮癌4 例、中分化型扁平
上皮癌1 例、 低分化型扁平上皮癌2 例であ っ た。 臨床病期は
StageI：3例、StageIV：4例であった。初診時の診断に伴う治療
法は超選択的動注化学放射線療法2例、手術放射線療法3例、手術
+ 超選択的動注化学放射線療法1例、放射線療法1例であった。肺
転移の確認時期は定期経過観察 CT において、肺転移巣が確認さ
れた時期とした。術後6か月～1年未満が3例、1年以上～1年6か
月未満が 3 例、1 例は16年後であった。当院放射線科において、
SBRT（Total 50Gy：7例・Total 69Gy:1例）が施行された。予後
の観察期間中央値は25.4か月（範囲：0か月～65か月）で3例が原
病死、2 例が坦癌生存、2 例が CR であった。【結語】一般に原発
性早期肺癌に対する放射線治療の治癒率は90％以上とされるが口
腔癌からの転移巣に対しては難治性であると思われた。
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2-C-17
頬粘膜癌に対して AU グレインの組織内照射を用いて著
効を示した一例

◯吉澤 邦夫、角田 達哉、堀田 麻実、諸井 明徳、上木 耕一郎
山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系　歯科口腔外科学講座

【緒言】頬粘膜癌の根治的治療としては、まず外科切除が挙げられ
るが、術後の瘢痕拘縮などにより、構音や咀嚼に機能障害をもた
らすことや、再建手術においても手術侵襲が大きく形態の変化を
来すなどの欠点がある。したがって形態や機能を温存される小線
源治療への期待は大きい。【症例の概要】70歳、男性。2017年10月
頃から左頬粘膜に摂食時の疼痛を自覚し、徐々に増悪してきたた
め、かかりつけ歯科を受診したところ、精査を勧められ2018年1
月に当科を受診した。口腔内所見として、左頬粘膜に不定形で境
界不明瞭な長径40mm 大のびらん状病変を認めた。造影 MRI 所見
では T2強調像により同部に濃染を示した。初診時の生検におい
て、中分化型の扁平上皮癌と診断され、YK 分類は3型であった。
治療は、スペーサー装着後に外照射40Gy を施行後、スペーサーに
鉛板を付与し、永久刺入用粒子状線源である AU グレインを用い
て50Gy の組織内照射を施行した。小線源の治療中は、Grade3の
口内炎を認めたが、頬粘膜に限局し、舌や周囲歯肉への波及はな
かった。画像所見、肉眼的所見ともに機能・形態は温存されたま
ま腫瘍は消失し、現在まで再発、転移を認めていない。

2-C-18
口唇・頬粘癌に対して補助装置をカスタマイズしてモール
ド照射を行なった3例

◯杉浦 康史1）、野口 忠秀1）、作山 葵1）、岡田 成生1）、
早坂 純一1）、高橋 聡2）、神部 芳則1）、森 良之1）

1）自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、
2）自治医科大学　医学部　放射線医学講座放射線治療部

【緒言】 
口腔癌治療において、年齢・耐術能・社会的背景や腫瘍局在・多
発癌によっては手術療法が適さないことがある。また外照射歴の
ある再発腫瘍では通常の放射線治療が選択できないことがある。
そのような症例に対して我々はモールド照射を選択することがあ
る。今回、補助装置を工夫しカスタマイズして治療を行った 3 例
を報告する。 

【症例】 
患者1：88歳女性。同時性多発癌（右下顎歯肉・左頬粘膜・右口
唇扁平上皮癌）について 2 回に分けて補助装置をカスタマイズし
たモールド照射（50Gy/10Fr）を行った。 
患者2：81歳女性。異時性多発癌（左上顎歯肉、左頬粘膜、左上
唇）で2007年より手術、複数回に及ぶ放射線治療歴があった。今
回、右頬粘膜癌、右頸部リンパ節転移に対して外照射の後、左頬
粘膜再発病変にモールド照射（40Gy/8Fr）を行った。 
患者3：73歳女性。下唇扁平上皮癌 cT1N0について、整容性に配
慮 し 手 術 療 法 は 選 択 せ ず2018年 7 月 よ り モ ー ル ド 照 射

（50Gy/10Fr）を行った。 
【考察】 
モールド照射は、口腔癌の標準治療が適応し難い症例に多様に対
応できる。また治療期間が短く患者への負担が少ないため、高齢
者や長期入院困難な患者にも適応が可能である。今後も症例を蓄
積するとともに、モールド照射に用いる補助装置の工夫を重ねて
いきたい。

2-C-19
セツキシマブ併用放射線治療後、縮小手術により良好な経
過を辿った高齢者の進行舌癌の1例

◯大山 厳雄1）、長谷川 和樹1）、原園 陽介2）、野里女 明代3）、
宮本 日出雄1）

1）静岡市立静岡病院　口腔外科、
2）NTT 東日本関東病院　歯科口腔外科、
3）東京医科歯科大学　顎顔面外科

超高齢者社会の到来に伴い、高齢者口腔がん患者は増加傾向にあ
る。また高齢者口腔がん患者においては症状の自覚が乏しく、進
行症例も少なくない。今回、後期高齢者の進行舌癌において、セ
ツキシマブ併用放射線治療が奏功したため、縮小手術を行い機能
回復、経過ともに良好であった症例を経験したので報告する。患
者は83歳男性、右舌の違和感を主訴に近医歯科医院より紹介にて
2017年2 月当科受診となった。右舌縁から舌根にかけて60ｘ35ｘ
38ｍｍの硬結を伴う内向性、肉芽様の腫瘍を認めた。腫瘍は咀嚼
間隙におよび、正中を超えて反対側まで浸潤していた。右顎下リ
ンパ節、右上内頸静脈リンパ節に転移が疑われ、臨床診断は右舌
癌T4bN2bM0 （stageIVb）であった。Performance status は1で、
既往歴に、軽度大動脈閉鎖不全、糖尿病、糖尿病性腎不全を認め
た。局所進行舌癌の診断の下、根治手術は不可能と判断し、セツ
キシマブ併用放射線治療を行った。2017年3月より4月までセツキ
シマブ計7 回投与、舌、頸部へ外照射（計50Ｇｙ）を行い、著明
な腫瘍の縮小を認めたため、2017年5 月、全身麻酔下に右側頸部
郭清術、右舌部分切除術（縮小手術）、広背筋有茎皮弁による再建
術、気管切開術を施行した。術後1年5か月経過しているが、経口
摂取良好で、再発もなく経過良好である。

2-C-20
舌癌化学放射線療法後に生じた化膿性脊椎炎の1例

◯内堀 雅博、唐木田 一成、重野 健一郎、高橋 美穂、
坂本 春生
東海大学　医学部　八王子病院口腔外科

【緒言】口腔癌治療において、化学放射線療法による合併症はさま
ざまであるが、脊椎に影響が及ぶことはまれである。今回、舌癌
化学放射線療法後に生じた化膿性脊椎炎を経験したので報告する。

【症例】37歳、男性。2013年7月より左舌縁部に腫瘤を自覚。2014
年1 月に当科受診。左舌癌（T4aN2cM0 Stage4A）の診断下に、
両側頸部郭清術、舌亜全摘術、遊離皮弁再建術施行し、術後に化
学放射線療法を施行した。2015年9月に40度の発熱、頸部痛を認め、
精査、加療目的に入院。血液検査で白血球数11500/μl、CRP10.1、
赤血球沈降速度87mm/ 時間であったが、CT、MRI、また、腰椎
穿刺でも原因を特定できる有意な所見は得られなかった。抗菌化
学療法で症状改善し、翌月退院。その後、2016年10月に再度頸部
痛を訴え、血液検査で白血球数6100/μl、CRP1.52、赤血球沈降速
度49mm/ 時間、CT では第3、4頸椎間の椎間板終板の骨破壊像、
MRI では第3、4頸椎レベルの脊柱管背側から左側にかけて T2強
調画像で高信号を認めた。頸椎転移または化膿性脊椎炎を疑い、
入院下に骨生検施行。異型細胞は認めず、頸椎転移は否定され、
細菌培養で Streptococcus agalactiae が検出されたことで、化膿性
脊椎炎の診断を得た。抗菌化学療法で症状改善し、2017年1 月に
退院となった。現在術後4年9か月経過し、化膿性脊椎炎の再燃、
舌癌の再発転移なく経過している。【結語】舌癌化学放射線療法後
に生じた化膿性脊椎炎を経験した。
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2-C-21
当科における再発・転移口腔癌に対する Nivolumab 投与
症例の検討

◯池田 篤司、富原 圭、今上 修一、藤原 久美子、石戸 克尚、
野口 誠
富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座

【緒言】Nivolumab は，2017年3月に再発・遠隔転移を有する頭頸
部癌に対して適応が追加され、口腔癌に対しての使用経験が集積
されている．Nivolumab は , 免疫機構による抗腫瘍効果を介して
臨床効果を発揮するため，従来の抗がん剤とは有害事象の発現内
容が異なり，免疫関連有害事象（irAE）に対して注意が必要であ
る．今回、当科にて Nivolumab を使用した10例について臨床的に
検討したので報告する．【対象・方法】当科において再発・転移を
有する口腔癌に対して2017年6月より使用を開始，翌年の9月まで
に Nivolumab を使用した10例について検討した．年齢は44～84歳

（平均64.9歳），男性6 例，女性4 例であった．原発部位は舌3 例，
下顎歯肉4 例，上顎歯肉3 例であり，10例とも扁平上皮癌であっ
た．【結果】Cetuximab の治療歴はあり 5 例，なし 5 例であった．
2018年9月時点で、投与サイクル数中央値は7.5回（1～31回），治
療効果判定は PR 3例，SD 1例，PD 6例（RECIST1.1）であり、
奏効率30％であった．治療中止は 6 例で全て病勢進行（原病死1
例）、4 例は投与継続中である．有害事象は G2甲状腺機能低下症
2例、G1皮膚障害2例、扁平苔癬様の口腔粘膜障害1例，また心電
図にて QT 延長を1例に認めるも，G3以上の有害事象の出現は認
めなかった．【結語】長期間効果が奏効している症例も認めてお
り、今後も irAE 出現に注意しながらの経過観察が必要である．

2-B-1
口腔扁平上皮癌の浸潤予見因子の検討 
1.   口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤に関する臨床的・病理学的

検討

◯宜保 隆彦、栗田 浩、川本 真貴子、近藤 英司、酒井 洋徳、
盛岡 昌史、山田 慎一
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

口腔扁平上皮癌（OSCC）は口腔がんで最も多数を占めている．
進行した OSCC は解剖学的な位置関係により顎骨へ直接浸潤を伴
うことが多い．顎骨浸潤の有無および様態は術前の画像検査から
推測できるが，最終的な深達度や浸潤の様態を把握するには切除
標本の病理組織診断が必要となる．術前画像診断と最終病理組織
診断とは異なることも多く，過大および過小切除の原因となって
いる．今回われわれは，がんの病態と腫瘍骨接触部の病理所見と
について比較検討を行ったので報告する． 

1998年1月から2017年12月までの20年間に当科で手術をした下
顎歯肉癌，舌癌，口底癌の一次症例患者のうち，術前画像検査で
骨との接触を認めた55名を対象とし以下の項目を調査した．（1） 
年齢と性別，（2） 発生部位，（3） TNM 分類（UICC, 8th），（4） 
腫瘍の病理所見，（5） 術前画像検査での骨吸収像，（6） 骨浸潤部
の病理所見，（7） 予後． 

骨浸潤部の病理所見については，がんと骨の境界を観察し，骨
内への侵襲がない場合は骨膜外に留まっている状態（A），あるい
は骨膜上に沿って周囲へ進展する状態 （B） に分類し，骨内への侵
襲がある場合は圧迫型（C），あるいは浸潤型（D）に分類した．
病理所見の分類と各項目の関係について比較検討を行った． 

結果は病理所見 （A） が40％，病理所見 （B） が 5％，病理所見 
（C） が18％，病理所見 （D） が36％であった．病理所見と Stage 分
類に臨床的な意義はなかったが，TNM分類において病理所見 （C） 
および （D） はリンパ節転移が多くなる傾向が見られた．

2-B-2
口腔扁平上皮癌患者における血清 CD109の定量解析と
臨床的意義に関する検討

◯萩原 純孝1）、花井 信広1）、鈴木 秀典1）、西川 大輔1）、
小出 悠介1）、別府 慎太郎1）、日比 英晴2）

1）愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科部、
2）名古屋大学大学院医学系研究科　頭頸部・感覚器外科学講座　顎顔面 
 外科学

【緒言】CD109は分子量約200kDa の細胞表面タンパク質で、これ
までの自己の研究で CD109の口腔扁平上皮癌（OSCC）組織にお
ける高発現や、N 末端フラグメントの細胞外分泌機構などを報告
してきた。今回われわれは、OSCC患者の血清検体を用いてCD109
を定量解析し、新規診断マーカーとしての可能性を検証した。 

【方法】2014年9月から2016年4月までに当院頭頸部外科において
手術を施行した OSCC 一次症例（術前化学療法施行例を除く）で、
術前一ヶ月以内に行った血液検査の余剰血清が当院臨床検査部で
凍結保存された27例を対象とした。ELISA 法により血清中の
CD109濃度を測定し、性別・年齢・部位・pT/N 分類（UICC 第7
版）・病期・組織学的分化度において各項目を2群に分け、平均値
を比較し臨床像との関連性を検討した。2 群間の有意差は t 検定
で評価した。 

【結果】全症例における平均 CD109値は33.85ng/mL で、T 分類に
おいて T3・T4群（51.45ng/mL）が T1・T2群（26.44ng/mL）に
対し有意に高値であった（p ＝0.015）。また、N 分類と病期におい
て pN1・pN2群（50.96ng/mL）および StageIII・IV 群（44.41ng/
mL）が、それぞれ原発切除単独例・pN0群（27.86ng/mL）およ
び StageI・II 群（27.46ng/mL）に対し有意差は認めないものの高
値であった。 

【結語】血清 CD109は OSCC の腫瘍径を反映すると考えられた。
リンパ節転移陽性例で CD109値が高い傾向があり、診断補助マー
カーとしての可能性が示された。

2-B-3
舌扁平上皮癌における組織学的神経周囲浸潤の臨床的意義
についての検討

◯川村 和弘、阿部 史佳、河野 辰行、山本 哲彰、河野 憲司
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座

【目的】舌扁平上皮癌の原発巣における神経周囲浸潤（perineural 
invasion, PNI）の臨床的意義を検討した。【対象・方法】当科で舌
部分切除術を施行した舌原発扁平上皮癌65例を対象とし、切除組
織における PNI の有無と臨床病理学的因子との関連を検討した。

【結果】PNI を認めた症例は65例中13例であった。平均年齢は PNI
（+）58.9±18.3歳、PNI（-）64.0±16.0歳、男 / 女比は PNI（+）1.6：
1、PNI（-）1.78：1 と両者間に有意な差はなかった。T 分類は
PNI（+）が T1+T2 5例、T3+T4 8例、PNI（-）が T1＋ T2 38例、
T3＋ T4 14例 と、PNI（+） は 進 行 症 例 の 比 率 が 高 か っ た

（p=0.025）。頸部リンパ節転移は PNI（+）13例中5例、PNI（-）52
例中8例で認め、有意差はなかったが PNI（+）の方が高い転移率
であった（p=0.114）。組織学的分化度は PNI（+）が高分化型／中・
低分化型 8例／5例、PNI（-）が43例／9例で、PNI（+）は中・低
分化型の比率が高かった（p=0.132）。浸潤様式は PNI（+）が 3 型
5例、4C 型8例、PNI（-）が1・2型15例、3型29例、4C 型8例で
あり、3型と4C 型の比率が PIN（+）で高かった（p=0.028）。局所
再発は PNI（+）13例中4 例、PNI（-）52例中2 例で認め、PNI（+）
で有意に高かった（p=0.012）。なお再発を生じた PNI（+）4例は、
3型と4C型がそれぞれ2例であり、いずれも切除断端は陰性であっ
たが神経線維に沿ったスキップ状浸潤を認めた。【結論】舌扁平上
皮癌において PNI は局所再発の危険因子であることが示唆された。
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2-B-4
舌扁平上皮がんの浸潤先端部における Claudin-1の局在
変化

◯山本 大介1）、栢森 高2）、渡部 徹郎3）、山口 聡1）、原田 浩之4）、
池田 通2）、依田 哲也1）、横山 三紀3）

1）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面外科学分野、
2）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　硬組織病態生化学分野、
4）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　 顎口腔外科学分野

扁平上皮がんは進展の過程において、周囲の炎症細胞などから放
出される TGF-βの刺激により、上皮系から間葉系の性質へ分化転
換する上皮間葉移行を起こし浸潤能を獲得する。このとき細胞間
接着装置を構成するタンパク質の遺伝子発現は抑制される。しか
し密着結合を構成するタンパク質である Claudin-1 が高発現して
いる症例では、がんの悪性度が高いという報告があり、その機序
は明らかになっていない。一方 Claudin-1は活発にエンドサイトー
シスすることが細胞レベルの解析から明らかになっており、ダイ
ナミックな膜動態ががん悪性化へ寄与する可能性が考えられる。
今回舌がん切除標本を用いて、Claudin-1免疫染色を行い、その染
色強度や局在のがん浸潤との関連性を検討した。舌扁平上皮がん
において、がんが疱巣を形成している部位において、細胞の外周
に沿って Claudin-1が染色され、疱巣を大きく形成されていると、
染色強度は増加していた。しかしながら、がんの浸潤先端部位で
は、細胞外周の Claudin-1 の染色強度は低下しており、多くは細
胞質内に局在を移していた。さらに、共焦点顕微鏡観察により、
Claudin-1とエンドソーム・リソソームマーカーとの共局在が観察
された。以上の結果から、同一症例においても、部位において
Claudin-1の局在は異なり、浸潤先端では細胞膜から細胞質へ局在
が変化していることが示唆された。

2-B-5
当科における口腔がん患者の臨床的検討および Tumor 
budding による予後予測

◯前山 恵里1）、大野 啓介1）、住吉 美咲1）、別所 央城2）、
山本 信治1）、高野 正行1,3）、片倉 朗2,3）、高野 伸夫1,3）、
柴原 孝彦1,3）

1）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、
2）東京歯科大学　口腔病態外科学講座、
3）東京歯科大学　口腔がんセンター

【緒言】 Tumor budding（簇出）は癌発育先進部間質に浸潤性に存
在する 5 個未満の細胞から構成される癌胞巣で、大腸がんや食道
がんなどで予後予測因子として注目されている。今回、東京歯科
大学水道橋病院における口腔がん患者の簇出を含めた病理学的因
子による予後予測についての検討を行った。【対象・方法】2007年
から2017年までの11年間の当科における口腔がん患者287例を対象
とした。日本癌治療学会ガイドラインに基づき簇出0 ～ 4 個を
Grade1、5 ～ 9 個を Glade2、10個以上を Grade3とした。【結果】
平均年齢は61.4歳、男性164例、女性123例であった。発生部位は
舌が140例（48.8％）、 下顎歯肉52例（18.1％）、 上顎歯肉41例

（14.3％）であった。Stage 別では Stage1が130例（45.3％）、Stage2
が77例（26.8％）、Stage3が33例（11.5％）であった。また、当院
で根治療法を行った157例のうち局所再発は16例（5.6％）、頸部リ
ンパ節後発転移は13例（4.5％）、その中で予後良好症例と再発・
後発転移症例の簇出を検討した。Grade2・3症例の割合は予後良
好症例より再発・転移症例で高く、統計学的にも有意差を認めた。

【考察】 当院での再発・転移率は他文献と比較し低い傾向にあっ
た。これは Stage1・2症例の数が多いためと示唆された。また簇
出は再発・転移症例でGrade2・3症例の割合が高く有意差を認め、
予後予測因子の一助となることが示唆された。今後は他病理学的
因子を含めて検討を行っていく。

2-B-6
TNM 分類第8版改定を踏まえた早期舌癌の検討：pT1か
ら pT2に再分類された症例について

◯船原 隆一郎、柳本 惣市、柚鳥 宏和、鳴瀬 智史、梅田 正博
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野

【緒言】
TNM 分類が改定され，新たに深達度（DOI）が T 因子に加わっ

た。そこで当科における早期舌癌症例について retrospective に
pT 分類の比較を行い，DOI の臨床的意義について検討を行った。

【対象と方法】
当科において2009年1月から2016年12月までの8年間に早期舌癌

（旧 TNM 分類による）に対し，外科療法を施行した81例を対象と
した。旧 TNM 分類と DOI の因子を加えた新 TNM 分類を用いて
病理組織学的に比較検討した。

【結果】
対象症例81例のうち男性44例，女性37例であり，平均年齢は65.1

歳（範囲：26～92歳）であった。pT1は52例で，pT2は29例であっ
た。再分類にあたり pT 分類が DOI の因子によって pT1から pT2
に再分類されたものは 7 例（A 症例群）あり，そのうち 4 例に頸
部リンパ節転移を認めた。また新分類 pT2のうち DOI 5mm 以下
の症例は13例（B 症例群）あり，そのうち 1 例に頸部リンパ節転
移を認めた。

これらの症例を比較したところ，A 症例群の方が B 症例群より
有意に頸部リンパ節転移がみられた（p=0.0307）。

【結語】
新分類により旧 pT1から新 pT2に再分類された症例は，頸部リ

ンパ節転移のリスクがとくに高いことが示唆された。さらにtumor 
budding をはじめとする病理組織学的因子との関連性についても
検討したので報告する。

2-C-22
下顎歯肉生じた歯原性粘液腫の1例

◯菊地 陽一1）、中井 裕美1）、清水 翔太1）、宮本 昇1）、
岡本 準也1）、笹谷 聖1）、金子 剛1）、五十嵐 友彦1）、
小林 淳一1）、平塚 博義2）、宮崎 晃亘1）

1）札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座、
2）北海道社会事業協会洞爺病院  歯科口腔外科

【緒言】口腔領域の粘液腫は、間葉系組織由来の稀な良性腫瘍で、
その多くは顎骨中心性に生じ、歯肉など軟組織に発生するのは極
めて稀とされている。今回、下顎前歯部舌側歯肉に発生した粘液
腫の1例を経験したので報告する。【症例】症例は55歳男性。半年
前より下顎前歯部舌側歯肉に義歯使用時の違和感を自覚。次第に
同部に腫瘤形成を自覚し増大してきたため近医歯科を受診。精査・
加療目的に当科を紹介され初診となった。初診時、41-43部舌側歯
肉に12x9mm 大、表面粘膜正常、境界明瞭、凹凸不整、弾性硬の
有茎性腫瘤を認めた。圧痛や接触痛は認めなかった。パノラマ X
線・CT 上、 骨吸収・ 破壊像は認めなか っ た。 超音波検査で
12x8mm 大で内部不均一、血流豊富で悪性腫瘍を否定できない所
見でであったため、PET/CT 検査を施行したところ、集積亢進

（SUVmax 9.9）を認めた。生検を施行し、病理組織学的所見では
異型や腫瘍性変化は認めず間質の浮腫と線維増生からなり、病理
組織診断はエプーリスであった。全身麻酔下に骨膜を含めて腫瘍
切除術を施行した。明らかな被膜は認めなかったが骨からの剥離
は容易であり、骨への浸潤を疑わせる所見はなかった。摘出物の
病理組織学的所見は上皮下間質に粘液腫状の変化、浮腫、線維増
生を認め、病理組織診断は粘液腫であった。現在、術後経過観察
中であるが再発の所見なく、経過は良好である。
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2-C-23
上顎癌の頸部後発転移を強く疑った側頸嚢胞の1例

◯大竹 史浩、谷尾 和彦、泉本 遼
鳥取赤十字病院　歯科口腔外科

【緒言】側頸嚢胞は20~30歳代が好発年齢で，緩徐に増大する頸部
軟組織嚢胞である。悪性腫瘍における頸部リンパ節転移との鑑別
は，年齢や腫瘤の増大速度などから通常容易である。今回，われ
われは上顎癌術後6 か月目に急速な増大を伴い，種々の画像検査
で頸部リンパ節転移を疑った側頸嚢胞の 1 例を経験したので概要
を報告する．【症例の概要】患者：77歳，男性。主訴：左側上顎歯
肉潰瘍形成。現病歴：近在口腔外科より左側上顎歯肉腫瘍疑いに
て精査加療目的に紹介となった。既往歴・家族歴：特記事項なし。
現症：左側上顎歯肉に30×28mm 大の潰瘍形成を認めた。頸部リ
ンパ節に腫脹は認めなかった。処置および経過：生検にて SCC 高
分化型，cT2N0M0の診断下に左側上顎部分切除術を施行した。術
後4か月目の画像検査で異常は認めなかったが，6か月目に左側顎
下リンパ節に10mm 大のやや硬い腫瘤を触知した。CT，MRI，US
での画像検査全てにおいて Level1B 領域の頸部リンパ節転移が疑
われ，また増大速度や年齢，治療歴を考慮すると上顎癌の頸部後
発転移と診断し左側根治的頸部郭清術変法を施行した。病理組織
学的所見は，側頸嚢胞であり全てのリンパ節に転移は認めなかっ
た。【考察】口腔癌の頸部後発転移は予後に大きく影響を及ぼすた
め，早期の対応が望まれるが，一方で確定診断を確実に行う重要
性を再認識した。

2-C-24
舌に発生した類上皮血管腫の1例

◯村山 敦1）、黒田 卓1）、首藤 敦史1,2）、姜 良順1）、松本 憲1,3）

1）岸和田徳洲会病院　歯科口腔外科、
2）兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座、
3）大阪大学大学院歯学研究科招聘教員

類上皮血管腫は，皮膚や皮下組織に赤褐色調の腫瘤を形成する
良性の血管性腫瘍であり，顎口腔領域に発生することはまれであ
る．今回われわれは舌縁部に発生した類上皮血管腫の 1 例を経験
したのでその概要を報告する．患者は73歳男性．半年前から左側
舌縁部の白斑を自覚するも放置，約2 週間前に左側舌縁部の白斑
部に隆起性の腫瘤を自覚するようになった．その後に腫瘤は自潰
し出血したため近在歯科受診し，精査加療目的で紹介受診となっ
た．初診時，左側舌縁部に10×7mm の暗赤色で周囲に白斑を伴っ
た境界明瞭な硬結を触知する腫瘤を認めた．初回生検では異型細
胞は存在せず，壊死組織・肉芽組織との診断であったが，腫瘤の
増大を認めたため腫瘍性病変を疑い再生検を行った．病理組織診
断は初回と同様の結果であった．MRI の脂肪抑制画像では，左側
舌縁部に19×10×10mm 大の境界明瞭な高信号域を認め腫瘍性病
変が否定できないため，全身麻酔下に病変切除を行った．切除標
本の病理所見では，異型細胞はなく，上皮様の腫大した内皮細胞
で被覆される毛細血管から細静脈サイズの血管を多数認め，間質
表層には好中球浸潤，結節内には好酸球やリンパ球浸潤を認め，
類上皮血管腫の診断を得た．本腫瘍の舌に発生したものは，自験
例を含めて渉猟し得た限りでは国内外7 例であった．術後約半年
経過した現在，再発等は認めない．

2-C-25
右側口底から頸部にかけて発生した奇形様嚢胞の1例

◯千田 正、石原 修、中村 美有紀、小松 享祐、谷口 弘樹、
中野 晋太郎、金山 宏幸、矢田 光絵、山田 龍平
大阪急性期・総合医療センター

【緒言】口底の異発生的嚢胞は類表皮嚢胞，類皮嚢胞および奇形様
嚢胞の 3 型に分類されている．口腔領域における奇形様嚢胞は極
めて稀である．今回，われわれは幼児の右側口底から頸部にかけ
て発生した奇形様嚢胞を経験したので報告する．【症例】3歳11か
月，女児．【主訴】右側頸部の膨隆．【現病歴】2006年12月の生後
6 か月時に右側頸部に膨隆が出現．紹介元でガマ腫の臨床診断の
下，数回 OK-432注入を行うも改善がみられなかったため，2010
年5月に精査加療目的に当科を紹介され受診した．【現症】全身所
見は特記事項なし．局所所見として，右側口底に弾性軟の膨隆，
右側頬部から頸部にわたって長径10cm 程度の弾性軟の膨隆が認
められた．粘膜および皮膚の性状に異常はなかった．【画像所見】
MRI にて右側口底から顎下部にかけて65×60×40mm 程度の境界
明瞭な病変が認められた．T2強調像は内部がほぼ均一な高信号を
示した．【臨床診断】右側舌下顎下型ガマ腫【処置および経過】全
身麻酔下にガマ腫内容物吸引減量術および舌下腺摘出術を施行し
た．内容物は黄色の粘稠な液体であった．術後1 か月で右側顎下
部から頸部に再度膨隆が認められたため，全身麻酔下に顎下腺お
よび病変の摘出術を施行した．摘出標本の病理組織学的所見とし
て，薄い上皮構造，毛包や汗腺といった構造物が認められた．以
上から，最終病理組織診断は奇形様嚢胞であった．現在も経過観
察中である．

2-C-26
舌に生じた尋常性疣贅の1例

◯釜本 宗史1）、高木 純一郎1）、坂下 英明2）、宮田 勝1）

1）石川県立中央病院　歯科口腔外科、
2）明海大学　歯学部　病態診断治療学講座　口腔顎顔面外科学第2分野

尋常性疣贅は一般に皮膚に生じ、上皮の乳頭状増殖を特徴とする
良性腫瘍である。まれではあるが、これまでに口腔内（舌、口腔
粘膜、歯肉）での発生も報告されている。その臨床像は、肉眼的
に表面が顆粒状で乳嘴状の形態をなす広基性の外向性病変を呈し、
発育は数ヶ月で増大するといわれている。今回われわれは、舌に
生じた尋常性疣贅の1例を経験したので報告する。　【症例】70歳　
男性　【現病歴】6ヶ月前から左舌縁に腫瘤を自覚していた。自覚
する疼痛が無かったため自己観察していたが増大傾向を示した。
近在耳鼻科医院を受診したところ、加療目的に当科紹介受診に至っ
た。【現症】左舌縁に長径30mm 大のシート状の白色病変を認め、
病変近心に疣贅型の外向性腫瘍を認めた。腫瘍の周囲の硬結は少
なく、炎症所見は認めなかった。【処置及び経過】初診時、腫瘍近
心端より生検を行った。腫瘍上皮は錯角化と過角化を伴う乳頭状
増殖を認めた。上皮突起は肥厚していたが深部の浸潤や、上皮の
異型は認めなかった。乳頭腫や尋常性疣贅などの舌良性腫瘍の診
断に至り、全身麻酔下にて切除術を行った。肉眼的腫瘍と白色病
変を含め周囲5mm の切除マージンを設定し切除を行い、病理組織
診断は尋常性疣贅であった。術後7 ヶ月を経過し、切除部の異常
経過はなく、再発は認めていない。【結語】今回われわれは、舌に
生じた尋常性疣贅の 1 例を経験したので若干の考察を加えて報告
する。
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2-C-27
診断に苦慮した下顎前歯部歯肉腫瘍の1例

◯森田 麻希1）、堀井 幸一郎1）、中根 昇吾1）、山内 千佳1）、
前田 道徳2）、菱田 純代1）、青木 尚史1）、加藤 伸一郎1）、
草深 公秀3）、渋谷 恭之1）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体機能・構造医学専攻　感覚器・ 
形成医学講座　口腔外科学分野、2）浜松北病院  歯科口腔外科、
3）静岡県立静岡がんセンター　病理診断科

【緒言】 
扁平歯原性腫瘍（SOT）は1975年に初めて報告された極めてま

れな良性歯原性腫瘍である。今回われわれは診断に苦慮したもの
の最終的に SOT が最も疑わしいと判断し得た下顎前歯部歯肉腫
瘍の1例を報告する。 

【症例】 
患者は87歳，男性。半年前にかかりつけ歯科にて左下2 を抜歯

後，同部治癒不全にて当科紹介受診した。CT にて左下2相当部に
約16×6mm 大の境界不明瞭な骨吸収像を認め，生検で線維性結合
組織からなる間質と異型に乏しい扁平上皮細胞からなる大小の胞
巣を認めた。AB-PAS 染色では粘液は陰性，免疫染色では AE1/3

（＋）, p63（＋）,  p40（＋）, Calponin（―）, CK7（―）, CK19（胞巣辺縁
で＋）, CAM5.2（胞巣辺縁で＋）, NCAM（―）, p53（weakly＋: wild 
type）, Ki-67 labeling index（10% 以下）であり，最終的に SOT が
最も疑わしいとの診断を得た。外科的摘出術を強く勧めたが，高
齢による体力低下等の問題から同意が得られず，かかりつけ歯科
と連携しながら経過観察を行っているが，初診より5か月の現在，
腫瘍の増大等は認めていない。 

【結語】 
SOT はほとんどが顎骨内に生じ，広い年齢層（平均38歳）に発

生する。今回は歯肉腫瘍として発見され，また SOT としては高
齢であり典型的ではないものの，SOT が最も疑わしいと判断し
た。 

諸先生方からのご意見を賜れば幸いである。なお本症例の診断
にご協力いただきました当院臨床病態病理学 稲垣宏教授，津田香
那助教に深謝致します。

2-C-28
上顎歯肉に発生した周辺性象牙質形成性幻影細胞腫の1
例

◯新田 哲也、平原 成浩
鹿児島市立病院　歯科口腔外科

象牙質形成性幻影細胞腫は局所浸潤性に増殖するまれな歯原性腫
瘍であり、そのなかで周辺性に発生したものはさらに報告例が少
ない。今回われわれは，上顎左側歯肉に発生した周辺性象牙質形
成性幻影細胞腫（PDGCT） の 1 例を経験したので，若干の文献
的考察を加えて報告する．　患者は39歳の女性で、上顎左側歯肉
の腫脹を主訴に当科を紹介受診した。現病歴では、初診の約1 年
前から上顎左側の舌側転位した側切歯の唇側に歯肉腫脹を自覚し
ていたが、無痛性で放置していた。かかりつけ歯科で腫瘍を疑わ
れ当科紹介された。現症では、口腔外所見では顔面左右対称で左
右顎下リンパ節は触知せず、口腔内所見では上顎左側側切歯は口
蓋側に転位し、その唇側歯肉に表面正常粘膜色で圧痛のない小指
頭大の軽度膨隆した弾性硬腫瘤を認めた。CT 像で上顎左側側切
歯の唇側はやや陥凹して、骨様の不透過物が存在していた。臨床
診断：歯原性腫瘍疑い。外来局麻下での切除生検術を施行したと
ころ、病理組織学的に歯肉粘膜下の結合組織内に濃染した円形核
をもつ基底細胞様細胞がシート状、小胞巣状および島状に増殖す
る腫瘍性病変を認めた。上皮胞巣内に角化した幻影細胞や異型象
牙質と考えられる腫瘍細胞に接して石灰化した硬組織基質形成を
認め PDGCT と診断された。術後6 か月で再発も認められず外来
通院中であるが，経過観察中に悪性転化した症例も報告されてお
り、今後も長期的な経過観察が必要と考えている。

2-C-29
口腔底に発生した線維性脂肪腫の一例

◯西口 雄祐1）、大亦 哲司1）、木本 奈津子1）、木本 栄司1）、
山崎 悠馬1）、中井 康博1,4）、森田 展雄1,2,3）

1）紀南病院　歯科口腔外科、2）生長会　阪南市民病院　歯科口腔外科、
3）（一財）NS　メディカル・ヘルスケアサービス　口腔顎顔面外科、
4）香川大学　歯科口腔外科

【緒言】脂肪腫（lipoma）は非歯原性非上皮性腫瘍で脂肪組織由来
の良性腫瘍である。今回、我々は口腔底に発生した脂肪腫を経験
したので、その概要を報告する。【症例】患者：69歳女性。初診：
2017年 X 月。主訴：口腔底腫脹精査依頼。現症： 4、5 年前より
右側口底部に腫脹を自覚しており、1 年前より紹介先歯科医院に
て経過観察を行っていたが消失せず、当科紹介来院。口腔外所見：
顔面対称で顎下部の腫脹は認めなかった。口腔内所見：右口底部
30×18ｍｍの弾性軟の腫瘤の中心部に弾性硬の部位を認め、下顎
骨内面と癒着傾向を認めた。口底粘膜表面は滑沢でやや黄色を呈
していた。MRI にて右口底に30ｍｍ×20ｍｍの腫瘍性病変認め、
内部は T1、T2共に高信号と低信号混在した所見を示し、脂肪抑
制像にて低信号の領域の中心部に一部高信号の領域を認めた。MRI
画像より脂肪腫を疑った。【臨床診断】右側口底部腫瘍【処置及び
経過】2017年 X 月全身麻酔下にて右側口底部腫瘍摘出生検施行。
病理学的診断において、線維化が強い脂肪腫（線維性脂肪腫）と
診断された。【考察】今回の症例では MRI　TI、T2、脂肪抑制像
で高信号と低信号の混在を認めた。脂肪腫の中には異形細胞を認
め高分化型脂肪肉腫を認めるものもある。今回のように弾性硬で
線維化が強い脂肪腫では、術前に唾液腺腫瘍や悪性腫瘍の可能性
を疑い治療計画を決定する必要があると示唆された。

2-C-30
頬粘膜に生じたオトガイ神経由来の神経鞘腫の1例

◯泉 彩夏、竹下 彰範、今井 智章、鵜澤 成一
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座　第二口腔外科学 
教室

【緒言】神経鞘腫は Schwann 細胞に由来する外胚葉性の腫瘍であ
り、聴神経の小脳橋角部や脊髄神経、皮膚の末梢神経に好発し、
顎口腔領域での発生は比較的低い疾患とされている。その多くは
舌に認められる。頬粘膜を含め歯肉、口蓋、口底に発生すること
はまれである。今回われわれは、オトガイ神経に由来すると思わ
れる神経鞘腫の1例を経験したので報告する。【症例】患者：19歳
女性主訴：左側頬部の腫脹処置及び経過：2015年頃より左側頬部
の腫脹を自覚するも疼痛を認めなかったため経過をみていた。2018
年になり、腫脹が増大し疼痛も伴ってきたため当科受診となった。
顔貌は左右対称、左下456歯肉頬移行部に弾性硬で圧痛を伴わない
比較的境界明瞭な病変を認めた。造影 MRI では T1w 低信号 T2w
高信号で不均一な13×23×17mm の病変を認め、病変の接する皮
質骨は吸収していた。術前の病理組織検査では神経鞘腫と診断さ
れた。全身麻酔下で、摘出術を施行した。左下3近心と6遠心に縦
切開、左下3～6に歯頸縁切開を加え、粘膜骨膜弁を剥離し、オト
ガイ孔を明示した。病変はオトガイ孔を中心として骨膜の外側に
存在していた。同部の下顎骨頬側皮質骨は軽度吸収を認めた。腫
瘍とオトガイ神経本幹は連続しておらず、分離可能であったオト
ガイ神経本幹を温存することができた。術後、左側オトガイ神経
領域に軽度知覚鈍麻を認めており、引き続き経過観察を行ってい
る。
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2-C-31
下顎側方区域切断法により副咽頭腔腫瘍摘出を行なった
2例

◯福島 麻子、菱田 純代、中根 昇吾、澤村 萌香、森田 麻希、
高島 裕之、渋谷 恭之
名古屋市立大学　大学院　医学研究科　生体機能　構造医学専攻感覚器　 
形成医学講座　口腔外科分野

【緒言】副咽頭腔腫瘍は自覚症状に乏しく腫瘍が増大している場合
が多い。手術時の視野を広く得るために下顎離断法を併用する場
合があるが、下唇正中切開を伴った場合には術後に審美的問題が
生じる。今回われわれは副咽頭腔腫瘍の 2 例において、下唇正中
切開を伴わない下顎側方区域切断法により審美的問題を回避して
手術を行なったので報告する。【症例】症例1：40代女性。右扁桃
腫大を自覚して近医を受診し当院へ紹介受診。画像検査にて右副
咽頭腔に60mm 大の腫瘍性病変を認め、生検の結果、副咽頭腔腫
瘍と診断された。症例2：40代女性。近医にて口蓋垂の位置異常
を指摘され当院を紹介受診。術前の画像検査で45mm 大の腫瘍性
病変を認め、副咽頭腔腫瘍と診断された。 
2 例とも手術は全麻下に耳鼻科医と共同で実施した。切開線は耳
前部から耳下部、顎下腺前方にかけての S 字状とし、オトガイ孔
前方と下顎孔後方に縦の下顎骨切り線を設定し、金属プレートを
あらかじめ試適した後に離断した。腫瘍切除後は下顎を整復し、
プレート固定後、顎間固定を行なった。2 例とも術直後の顔面神
経下顎縁枝およびオトガイ神経の軽度の麻痺を認めたが改善傾向
を示し、QOL の低下はほとんど認めなかった。術1年後にプレー
ト除去を行ない現在も再発などを認めず経過良好である。【結語】
副咽頭腔腫瘍摘出に際して審美的問題を回避した下顎側方区域切
断法を併用し良好な結果を得たので報告した。
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一般演題（ポスター）
ポスター１	 「再建」 P1-1～ P1-6

ポスター２	 「基礎（病理）」 P2-1～ P2-5

ポスター３	 「基礎（癌幹細胞・遺伝子）」 P3-1～ P3-6

ポスター４	 「分子標的薬」 P4-1～ P4-6

ポスター５	 「良性腫瘍２」 P5-1～ P5-5

ポスター６	 「支持療法」 P6-1～ P6-7

ポスター７	 「臨床統計１」 P7-1～ P7-6

ポスター８	 「臨床統計２」 P8-1～ P8-6

ポスター９	 「良性腫瘍１」 P9-1～ P9-6

ポスター10	 「合併症・その他」 P10-1～ P10-7

ポスター11	 「基礎（抗腫瘍効果）」 P11-1～ P11-5

ポスター12	 「基礎（分子・細胞・その他）」 P12-1～ P12-6

ポスター13	 「バイオマーカー」 P13-1～ P13-5

ポスター14	 「頸部リンパ節転移」 P14-1～ P14-6

ポスター15	 「唾液腺腫瘍」 P15-1～ P15-4

ポスター16	 「新TNM分類」 P16-1～ P16-3

ポスター17	 「デバイス」 P17-1～ P17-6

ポスター18	 「症例報告２」 P18-1～ P18-7

ポスター19	 「症例報告１」 P19-1～ P19-7

ポスター20	 「転移性腫瘍・遠隔転移」 P20-1～ P20-7

ポスター21	 「放射線治療」 P21-1～ P21-6
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P1-1
レジンフレーム法下顎骨再建における recipient site と
donor site の手術シミュレーションの有用性

◯早坂 純一1）、去川 俊二2）、杉浦 康史1）、作山 葵1）、
野口 忠秀1）、伊藤 弘人3）、神部 芳則1）、草間 幹夫4）、
森 良之1）

1）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
2）埼玉医科大学国際医療センター　形成外科、
3）那須赤十字病院　歯科口腔外科、4）国際医療福祉大学病院　歯科口腔外科

【緒言】 
口腔がん治療に伴う審美および口腔機能障害は、原疾患治療に加
えて患者へさらなる精神的および肉体的な負担を与える。つまり
口腔がん治療とその再建手術は、別個のものではなく一連の治療
として考えなければいけない。したがって、再建手術は本来の形
態に近い再現と将来における補綴治療を目指せるものが求められ
る。今回我々は、下顎骨再建での donor site と recipient site にお
けるシミュレーションの有用性について報告する。 

【目的】 
下顎再建における recipient site（温存される下顎骨の整復と再建
形態）   と donor site（再建デザインに合わせた腓骨の骨切り方法）   
のシミュレーションの確立

【方法】レジンフレーム法 
1. 温存された下顎骨の整復と下顎再建形態のシミュレーション：
3D 実体模型をトリミングして再建下顎をデザインする。トリミン
グは、腓骨の形状に合わせて移植骨が配置される部位を平面状に
削合する。次いで、模型上で再建プレートを pre-bending し、再
建プレートと温存下顎骨の位置関係を常温重合レジンを用いて記
録（Resin frame の作製）する。 
2. 腓骨の骨切りシミュレーション：下顎欠損部の 2 次元形態を常
温重合レジンでシート状にして、腓骨骨切りのサージカルガイド
を作製する。 

【結論】 
レジンフレーム法は、donor site および recipient site 共に手術シ
ミュレーションを術野で再現することが可能であり、即時下顎骨
再建手術に有用な方法である。

P1-2
下顎再建術後の顔面非対称性に対する3次元的評価 ‐ 顔
面3D 画像による定量的評価の検討 ‐

◯上田 順宏1）、今井 裕一郎1,2）、山川 延宏1）、柳生 貴裕1）、
上山 善弘1）、中山 洋平1）、玉置 盛浩1,3）、桐田 忠昭1）

1）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、2）洛和会音羽病院　口腔外科、
3）高清会高井病院　歯科口腔外科

【目的】下顎再建術後の顔面の整容については，グレード分類によ
る主観的評価が用いられ，定量的な客観的評価は十分に検討され
ていない．今回，下顎再建術後の顔貌の対称性について，従来の
主観的評価と3D 画像による定量的評価との関係について検討し
た． 

【対象および方法】2013年から2018年に下顎区域切除術後腓骨皮弁
による再建術を施行した18例を対象とし，術者および患者による
主観的評価としてグレード分類を行った . 客観的評価については， 
VECTRA H1を用いた顔面3D 画像により顔貌の対称性を計測し
た．関心領域は，F-H 平面，下顎下縁平面，下顎後縁平面で囲ま
れた領域とし，再健側に顔面正中でミラーリングした健側を重ね
合わせ，体積差，再健側の最大陥凹値および最大突出値を計測し
評価した． 

【結果】術者の主観的評価と体積差および最大陥凹値の間に高い相
関がみられたが，最大突出値との相関はみられなかった．患者の
主観的評価と体積差および最大陥凹値の間には低い相関がみられ
たが，最大突出値にほとんど相関はみられなかった． 

【結論】術者は主観的評価の際に，顔貌の左右対称性を体積として
認識し，その体積差が大きいほど，また陥凹が大きいほど整容性
が低いと評価しており，顔面3D 画像は，下顎再建術後の顔面対称
性を定量的に評価できる有効な方法であると考えられた．患者に
よる主観評価は，自己に対する変化の容認はさまざまであり，定
量化は困難であると考えられた．

P1-3
当センターにおいて遊離前腕皮弁採取部に対し局所陰圧閉
鎖療法を行った症例について

◯田中 惇平、増淵 達夫、伏見 千宙、山崎 森里生
国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター

口腔領域の悪性腫瘍手術の再建では、切除部位や欠損状態、患者
背景を考慮し皮弁採取部を決定するが、その中で遊離前腕皮弁は
薄くてしなやかな皮弁であり、挙上時では解剖学的変異が少ない
ため、口腔領域癌切除後の軟組織の再建に多用される。しかし、
皮弁採取部に植皮が必要となることがほとんどであり、術後管理
は縫縮可能なその他の皮弁よりも煩雑になりがちである。今回我々
は、2012年8月から2018年8月の間に口腔領域の悪性腫瘍切除後の
再建として遊離前腕皮弁を選択し、植皮を行った採取部に対し局
所陰圧閉鎖療法（Negative-pressure wound therapy, NPWT）を
行った84症例について、その有効性を検討した。対象の原発部位
は舌が38例、頬粘膜が19例、下顎歯肉が13例、口底が12例、上顎
歯肉が4例であった。植皮の採取は大腿部からの分層植皮とした。
使用した機器の内訳は KCI 社の V.A.C が28例、Smith & Nephew
社の PICO が28例、同社の RENASYS が28例であった。NPWT
は POD1から開始し、基本的には POD6で終了とした。終了時の
植皮脱落の有無や、腱の露出を評価項目とした。植皮の全脱落症
例は1例に認め、腱の露出は6例に認められた。NPWT の装着中
は毎日の創処置を省略することが可能である一方、経済性や装着
中の創部視認性、携帯性に劣るという側面があり、継続日数やメ
リットを統合的に考慮して適応する必要があると考えられた。

P1-4
Transbuccal approach による下顎骨辺縁切除後に，
MCFP 法を併用した頬脂肪体で再建を行った下顎歯肉癌
の1例

◯柴田 章夫、河原 康、小栗 崇、大平 芽実、折山 資、
丹羽 裕明、髙瀨 健成
岐阜県立多治見病院　歯科口腔外科

Transbuccal approach は，口腔内アプローチでは手術器具の挿入
方向の制限から明瞭な術野が得られず，確実な局所切除が困難と
なる口腔後方の原発巣に対し十分な切除が可能となる術式である。
また，頬脂肪体は口腔内の限局的な欠損に対し比較的低侵襲で再
建ができ，ポリグリコール酸シートとフィブリン糊との併用被覆
法（以下 MCFP 法）を用いることで，術後の疼痛緩和，早期の創
傷治癒および経口摂取開始が期待できる。今回，左側下顎臼歯部
に生じた歯肉癌に対し，Transbuccal approach による下顎骨辺縁
切除後に，MCFP 法を併用し頬脂肪体で再建を行った下顎歯肉癌
の1例を経験したので，その概要を報告する。 
症例は68歳，女性。左側下顎臼歯部歯肉の難治性潰瘍の精査を希
望し，近在歯科より紹介受診した。左側下顎第二大臼歯舌側から
臼後部にかけ周囲粘膜に浮腫を伴う辺縁不整な10mm 大の穿掘性
潰瘍を認めた。組織生検にて，扁平上皮癌の病理組織診断であっ
た。明らかな頚部リンパ節転移，遠隔転移を認めず左側下顎歯肉
癌（T1N0M0, Stage1）と診断し，全身麻酔下に下顎骨辺縁切除術
を施行した。Transbuccal approach にて術野を展開し，腫瘍辺縁
から10mm の安全域を設定し切除した。術中迅速診断にて切除断
端の骨髄，舌側骨膜に腫瘍残存がないことを確認した後，MCFP
法を併用し頬脂肪体で再建した。術後5 日目から経口摂取を開始
し，術後の著明な機能障害，醜形を認めず，現在まで経過良好で
ある。
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P1-5
von Willebrand 病患者に対して再建手術を行った下顎歯
肉癌の1例

◯金子 哲治、北畠 健裕、菅野 千敬、長谷川 博
福島県立医科大学　歯科口腔外科

【緒言】vonWillebrand（以下 VW）病は，VW 因子の先天的異常
に基づく血小板機能低下症である。VW 病を合併した手術症例の
報告は散見されるが口腔癌に対して再建手術を行った報告はない。
今回われわれは、VW 病を合併した下顎歯肉癌患者に対して周術
期の凝固因子補充療法により再建手術の止血管理を安全にしえた
1例を経験したので報告する。【症例】63歳男性、口腔内からの出
血を主訴に当院を紹介された。既往に肺癌があり、その治療の際
に VW 病と診断された。初診時、VW 因子6% 未満、VW 抗原定
量26%、第 VIII 因子75.1% と低下していた。顔貌は右下顎が軽度
に腫脹し、右下顎歯肉に表面粗造な腫瘤性病変を認めた。生検お
よび画像所見から扁平上皮癌 T4aN2bM0と診断した。導入治療と
して全身化学療法2クール、動注化学療法3クール行い手術を計画
した。手術2日前からコンファクトＦ2000単位の投与を開始し、手
術前日には、VW 因子活性158%、VW 抗原定量275%、第 VIII 因
子活性110.1% に上昇した。手術は、右側頸部郭清（I－V）、下顎
骨は右下2 から筋突起、下顎小舌を含む下顎枝中央で切断し、チ
タンプレートと腹直筋皮弁による再建、そして気管切開を行った。
手術時間は 9 時間34分、出血量400ml で止血コントロール良好で
あった。術後2 日目までコンファクト2000単位を投与し、術後ト
ラブルもなく1か月後に退院した。【結語】VW 病患者に対しては
凝固因子補助療法により再建手術も安全に行える。

P1-6
広範囲顎骨支持型装置を用いて咬合再建した上顎癌術後患
者の治療経験

◯小野 重弘、水田 邦子、植月 亮、太田 耕司、武知 正晃
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　医歯薬学専攻　歯学講座　 
口腔外科学

【緒言】近年，上下顎歯肉癌の術後の咬合再建として広範囲顎骨支
持型装置を応用する治療が行われるようになってきた．今回われ
われは，上顎歯肉癌の上顎部分切除後に広範囲顎骨支持型装置を
用いて咬合再建をした 2 例を経験し，良好な結果が得られたので
報告する．【症例1】患者は86歳，男性． ASV マスク装着時，左
側上顎歯肉より出血を認めたため，精査目的に当科を紹介により
受診した．各種検査により扁平上皮癌（T4aN0M0，StageIVA）
と診断した．2016年6 月，上顎部分切除術を行った．その後，顎
義歯を作製したが十分な安定が得られなかったため，2017年8月，
広範囲顎骨支持型装置作製を開始した． 【症例2】患者は69歳，男
性．左側上顎歯肉からの出血を主訴に近歯科を受診し，紹介により
当科を受診した．各種検査にて上顎歯肉扁平上皮癌（T4aN2bM0，
StageIVA）と診断した．2006年6月に上顎部分切除術と左側頸部
郭清術を行った．術後，化学放射線療法を行った．その後，顎義
歯を作製したが満足な結果が得られなかったため，2017年3 月広
範囲顎骨支持型装置を作製するためにインプラントを埋入した． 

【結果と考察】上顎歯肉癌の術後に広範囲顎骨支持型装置を用いる
ことにより義歯の安定と咬合回復ができ，良好な結果が得られた．
本治療法は，上顎部分切除後の咬合再建に対し有効な方法である
と考えられた．

P2-1
口腔癌患者における CD4,CD8と臨床病理学的因子の関
係性について

◯田尻 祐大、吉川 博政、志渡澤 和奈、大関 悟
国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科 / 
口腔腫瘍・口腔ケアセンター

【緒言】nivolumab などの免疫治療薬の登場により、がん治療と免
疫系との関係に注目が高まっている。我々は術前 CRT 施行患者
において、血中 CD4, CD8値が変動し、経過に影響を及ぼす可能
性があることを見出した。そこで今回、血中 CD4, CD8値を免疫
能の指標とし、口腔癌における臨床病理学的因子との関係性につ
いて検討したので報告する。【対象・方法】2013年から2017年の5
年間に当科で治療を施行した口腔癌症例で、血中 CD4, CD8値を
治療前後に測定した計49例である。臨床病理学的因子との関係性
について後ろ向きに検討を行った。【結果】男女比2.3：1、平均年
齢67.7歳であった。血中 CD4, CD8値と男女間、TNM 分類、病期
分類、転移率との間に有意な関係はなかったが、65歳以上では血
中 CD4（%）が有意に低かった。術前 CRT 施行群では、約67%
に血中 CD4（個）の基準値以下への低下を認め、その50% に何ら
かの術後感染症を認めた。組織学的効果と生検標本1HPF あたり
の CD8陽性細胞数に正の相関を認めたが、血中 CD8（個）との間
に相関関係はなかった。【考察】術前 CRT による液性免疫の低下
が経過に影響を及ぼし、術後管理を行う上で血中 CD4（個）が有
用である可能性があること、生検標本の CD8陽性細胞数は治療計
画因子の一つになる可能性があることが示唆された。今後症例を
蓄積し、さらに検討を進める予定である。

P2-2
口腔扁平上皮癌における CK17と p53の発現と PD-L1
の発現に関する臨床的および免疫組織学的検討

◯東條 格1）、新谷 ゆかり1）、中西 隆1）、岡本 健二朗1）、
平石 幸裕1）、藤田 茂之1）、惠中 まゆ2）

1）和歌山県立医科大学　口腔顎顔面外科学講座、
2）和歌山県立医科大学　病理学講座

【目的】CK17は正常口腔粘膜上皮では発現がほとんどないものの、
浸潤口腔扁平上皮癌では発現率が高く、癌細胞の分化増殖に関与
していると考えられている。p53遺伝子は , 全悪性腫瘍の約50% に
変異が検出されている腫瘍抑制遺伝子である。一方、PD-L1はが
ん微小環境における、がん免疫逃避機構の中心的経路の一つであ
る、T 細胞性免疫の機能抑制にかかわる免疫チェックポイント
PD-1/PD-L1経路として重要な役割を果たしている。今回、我々
は、口腔扁平上皮癌における CK17と p53の発現と、PD-L1の発現
の関連性について、検討を行った。【対象および方法】当科で治療
を行った口腔扁平上皮癌53例の生検材料を用い、CK17、p53、
PD-L1の抗体を用いて、免疫組織化学染色を行い、その発現を検
討した。【結果】口腔扁平上皮癌における CK17の陽性率は86.8%、
p53の陽性率64.2% は PD-L1の陽性率は50.0% であった。p53陰性
症例における PD-L1陽性症例は33.3% に低下していた。また、
PD-L1の発現と全生存期間との間には関連性を認めた。【結論】口
腔扁平上皮癌における p53の発現と PD-L1の発現、また、PD-L1
と生存期間に関連性が示唆された。
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P2-3
顎下腺原発多形腺腫由来筋上皮癌におけるPLAG1遺伝子
の関与

◯中西 満寿美1）、野口 一馬1）、山根木 康嗣2）、吉川 恭平1）、
前田 華子1）、高岡 一樹1）、岸本 裕充1）

1）兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座、
2）兵庫医科大学　病理学講座　病理診断部門

【目的】唾液腺筋上皮癌では、多形腺腫（以下 PA）が悪性転化す
る場合と新たに筋上皮癌になる場合があり、その予後や遺伝子変
異、コピー数などの違いが指摘されてきている。最近、PA の発
生に関与する遺伝子の PLAG1が TGFBR3、FGFR1などの遺伝子
と融合遺伝子を形成し、悪性化に関与することが明らかになった。
顎下腺原発多形腺腫由来筋上皮癌から、継代可能な培養細胞を作
成し、PLAG1および融合遺伝子の発現を検討した。【対象および
方法】患者は43歳の女性で、左側顎下腺の PA 再発のため、2017
年9 月に当科初診となった。同年10月に腫瘍切除を行い、病理組
織検査で筋上皮癌との診断を得た。切除した腫瘍から継代可能な
筋上皮癌細胞を作成し、PLAG1の発現を Western blotting（以下
WB）、免疫蛍光染色（以下 IF）で検討した。WB では正常顎下腺
組織および正常顎下腺に由来する不死化細胞（immortalized 
salivary gland epithelial cells 以下 iSGEC）を比較対照にした。IF
では iSGEC を対照とした。また、PLAG1と TGFBR3、FGFR1と
の融合遺伝子の発現を検討した。【結果および考察】正常顎下腺組
織は、WB で PLAG1の発現は確認されず、iSGEC および筋上皮
癌細胞では WB、IF ともに PLAG1の発現が確認された。RT-PCR
では PLAG1の融合遺伝子は確認できなかった。今後は、RNA-seq
より、PLAG1の融合遺伝子の関与について検討していきたい。【結
論】多形腺腫由来筋上皮癌の細胞において、PLAG1の高発現を認
めた。

P2-4
口腔扁平上皮癌における Phosphodiesterase 5発現の
免疫組織化学的検討

◯岩崎 敬大1,2）、恩田 健志1）、関川 翔一1）、林 宰央1）、
高野 伸夫2）、柴原 孝彦1,2）

1）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、
2）東京歯科大学口腔がんセンター

目的：口腔扁平上皮癌細胞のプロテオーム解析から，口腔扁平上
皮癌細胞が，Phosphodiesterase 5  （PDE5）タンパク質を高発現
し，PDE5が口腔扁平上皮癌のバイオマーカーになり得る可能性
について報告してきた。本研究では，口腔扁平上皮癌組織（OSCC）
における PDE5タンパク質の発現状態を解析し，PDE5と OSCC と
の関連性を検討することを目的とした。方法：東京歯科大学千葉
歯科医療センター口腔外科を受診し，十分なインフォームドコン
セントを行った上，同意が得られた49例の口腔扁平上皮癌症例を
対象とした。生検時または手術時切除標本における PDE5タンパ
ク質の発現状態を，免疫組織化学染色法を用いて解析し，PDE5
タンパク質発現状態と臨床指標との相関について検討した。なお，
本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認を得た上で行った（承認
番号709号）。結果：免疫組織化学染色法の結果，切除断端付近の
正常組織（NT）と比較して OSCC 49症例中35症例（71.4％）にお
いて PDE5タンパク質の発現亢進が認められた。PDE5タンパク質
の発現亢進と臨床指標との間に統計学的有意な相関は認められな
かった。考察：OSCC における PDE5タンパク質の発現量は NT
と比較して高発現を示す傾向が認められた。本研究の結果， PDE5
タンパク質は OSCC のバイオマーカーとなり得る可能性が示唆さ
れた。

P2-5
舌扁平上皮癌間質における線維芽細胞由来 G-CSF と臨床
病理学的因子との関連

◯原田 佳和、宮脇 昭彦、平島 惣一、秋森 俊行、志渡澤 和佳、
大矢 亮一
産業医科大学病院　歯科口腔外科

【目的】近年、癌間質における線維芽細胞の増生による、「浸潤」や
「転移」といった腫瘍進展への関与が注目されている。大腸癌での
研究では、癌間質の線維芽細胞（Cancer Associated Fibrobalast, 
CAF）が産生する Granulocyte Colony Stimulating Factor （G-CSF）
が浸潤能を促進すると報告されているが、口腔扁平上皮癌での報
告はみられない。そこで本研究では、口腔癌間質における CAF
が産生する G-CSF による、口腔癌の進展への関与を検討した。【対
象と方法】47例の舌扁平上皮癌（SCC）患者の切除組織を使用し
免疫染色を行った。染色性は浸潤先端部で評価した。CAF のマー
カーとして知られている α-SMA 発現を間質の線維芽細胞で確認
した。同部位での G-CSF 陽性線維芽細胞の割合を計測し、その結
果と対象者の臨床病理学的因子との関連を統計解析した。【結果】
深達度が深くなるにつれて α-SMA 陽性線維芽細胞（CAF）の増
生傾向を認めた。CAF を確認した部位における G-CSF 陽性の紡
錘形細胞数をカウントした。対象を G-CSF weak 群、strong 群に
分類して統計解析した結果、G-CSF strong 群と有意に関連した因
子は、内向性、5mm 以上の深達度、YK-4C、リンパ管浸潤（＋）
であった。【結語】舌 SCC において、G-CSF 陽性の CAF の増生
は、腫瘍の浸潤と浸潤様式の増悪、リンパ管浸潤の増加と関連を
認めた。

P3-1
口腔扁平上皮癌における人工多能性幹細胞関連因子の発現
について

◯武田 大介、長谷川 巧実、江崎 友美、榊原 晶子、明石 昌也、
南川 勉、古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科　外科系講座口腔外科学分野

【緒言】 
人工多能性幹細胞（iPS 細胞）は分化した細胞に 4 つの遺伝子

（Oct3/4, Sox2, c-Myc, Klf4）を導入することでつくられ、分化万
能性や自己複製能をもつ。一方、細胞の悪性転換も無制限な増殖
能や自己複製能をもち、胚性幹細胞の維持に関わる、Nanog を加
えた5つの遺伝子（iPS 細胞関連因子）を発現するとされる。よっ
て、癌細胞と iPS 細胞には類似性が考えられる。また、固形癌の
特徴である低酸素は細胞分化の制御や、再発や治療抵抗性といっ
た幹細胞様性質と関係があるとされる。今回われわれは癌細胞の
低酸素培養や、口腔扁平上皮癌患者から得られた臨床検体を用い、
iPS 細胞関連因子の発現量について検討を行ったので報告する。 

【対象・方法】 
低酸素培養は HSC-3を試験管内培養した。臨床検体は当科で手術
を行った口腔扁平上皮癌患者25例より正常組織と癌組織を採取し、
各々の組織より抽出した RNA を用いて Real-time PCR 法で測定
した。また、対象を過去に遡り89例の病理組織標本を免疫組織学
的染色し、染色強度により高値群と低値群に分け、予後との関連
性を後ろ向きに検討した。 

【結果】 
低酸素培養や中低分化型組織では、対照群と比較して統計学的に
類似した iPS 細胞関連因子の発現傾向が認められた。一方、予後
との関連性では Klf4高値群が予後不良を示した。 

【結論】 
口腔扁平上皮癌でも低酸素と分化度の関係性が示唆され、Klf4の
高発現が予後予測因子となる可能性が考えられた。
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P3-2
腺房細胞癌と診断された症例における ETV6-NTRK3 融
合遺伝子検索

◯柴田 恵里1）、森田 圭一1）、栢森 高2）、及川 悠3）、道 泰之3）、
池田 通2）、原田 浩之3）

1）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面外科学分野、
2）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野

【緒言】唾液腺の分泌癌（secretory carcinoma; SC）は、2010年に
Skalovaらが最初に提唱した唾液腺腫瘍であり、腺房細胞癌（AcCC）
と診断されたもののなかにETV6-NTRK3融合遺伝子を有するSC
が混在していることが報告された。今回我々は、過去に AcCC と
診断された症例について免疫組織染色および ETV6-NTRK3融合
遺伝子検索を行ったので報告する。【対象・方法】AcCC と診断さ
れた 8 例を対象とし、FFPE サンプルより mammaglobin（MG）
の免疫組織染色ならびにdirect sequence法によるETV6-NTRK3
融合遺伝子の検索を行った。【結果】AcCC のうち乳頭嚢胞型5例
は程度の差はあるがいずれも MG 陽性を示し、うち3例に ETV6-
NTRK3融合遺伝子を検出した。一方、充実型3 例は MG 陰性で
あり融合遺伝子は検出されなかった。【考察】SC は乳頭嚢胞型、
濾胞型、微小嚢胞型などの多彩な組織像が混在することが多く、
HE 染色では AcCC との鑑別は困難である。SC は高率に MG 陽性
を示すことが知られ、今回 MG 陽性を示した 5 例のうち 3 例に融
合遺伝子を認めた。SC は肺、胸膜、骨転移をきたした死亡例も報
告されており、AcCC と比較し予後不良傾向が指摘されているた
め、AcCC の診断において SC の可能性も考慮し免疫組織染色お
よび融合遺伝子の検索が必要である。

P3-3
骨髄播種性休眠癌細胞の自律的分子特性の解析

◯前城 学1,2）、神力 悟2）、中村 拓哉1）、城野 博史3）、
中山 秀樹1）、安東 由喜雄4）、松井 啓隆2）

1）熊本大学　医学部　歯科口腔外科学分野、
2）熊本大学　臨床病態解析学分野、
3）熊本大学　医学部附属病院　薬剤部、
4）熊本大学　医学部　神経内科学分野

骨髄に播種した癌細胞（BM-DTC）は細胞周期が静止した休眠状
態であるにも関わらず、頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）を含む様々
な癌で、その後の転移性再発と強く関連している。また、従来の
治療法に抵抗性を示すことが知られている。ヒト HNSCC 細胞株
である HEp3は、マウスに移植した場合多発性転移をきたすが、骨
髄では休眠を維持することが知られている。本研究では、休眠
BM-DTC の特性を包括的に理解することを目的として検討を行っ
た。近年我々は、休眠 BM-DTC、肺転移巣、移植部位それぞれか
らそれぞれ樹立した、BM-、Lu-、P-HEp3を用いて、網羅的遺伝
子発現解析を行った。その結果、BM-HEp3の遺伝子発現パターン
は、同様のパターンを示した P-、Lu-HEp3と比べて大きく異なっ
ていた。さらに、DNA バーコードライブラリー（ClonTracer）で
標識した HEp3をマウスに移植し、骨髄を含む各臓器に存在する
癌細胞のバーコード配列を次世代シーケンサーにて解析したとこ
ろ、全サンプルで共通して 0.1% 以上存在するクローンは 11 種類
のみであり、それらの分布は各臓器間でほぼ同じであった。一方
で、11種のメインクローン以外（マイナークローン）では、約90%
は P よりも多いクローンが占めた。上記結果より、原発腫瘍に存
在する主要な癌細胞集団に関しては、骨髄や肺に播種して休眠す
る過程でクローン選別が起こっていない可能性がある一方で、骨
髄や肺への生着に適したクローンも存在する可能性が示された。

P3-4
口腔扁平上皮癌における KRT19の発現に関する研究～上
皮 - 間葉転換における ΔNp63 との関わりについて～

◯田中 翔一、川野 真太郎、松原 良太、坂本 泰基、金子 直樹、
橋口 有真、服部 多市、大部 一成、中村 誠司
九州大学 大学院 歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野

【緒言】近年、癌の浸潤・転移において上皮 - 間葉転換（EMT）の
関与が明らかとなってきた。我々は、口腔扁平上皮癌（OSCC）に
おける ΔNp63の発現減弱により、EMT が誘導されることを示し
てきたが、その分子機構については不明であった。そこで、ΔNp63
により発現量が変化する遺伝子を網羅的に解析するため、ΔNp63
を過剰発現させた OSCC 細胞株を用いて DNA microarray 解析を
行った結果、KRT19の発現増強を認めた。KRT19は細胞骨格とし
ての機能のみならず、乳癌の浸潤・転移を制御しているとの報告
がある。そこで本研究では、OSCC における KRT19の発現を検索
するとともに、ΔNp63を介した EMT における KRT19の役割につ
いて検討した。【材料・方法】OSCC 生検標本を用いて KRT19お
よび ΔNp63の発現を免疫組織化学的に検索した。また、5種類の
OSCC 細胞株を用いて、KRT19、ΔNp63および EMT 関連遺伝子
の発現を PCR 法にて解析した。さらに、KRT19-siRNA 導入が
OSCC 細胞株に与える影響について解析した。【結果】KRT19は
ΔNp63と同様に腫瘍中心部で発現が増強し、浸潤先端部でその発
現が減弱した。また、ΔNp63と KRT19はほぼ全ての OSCC 細胞
株で発現したものの、高転移株ではこれらの発現が減弱した。さ
らに、KRT19ノックダウンにより、上皮系マーカーの発現減弱、
間葉系マーカーの発現増強を認め、EMT 形質が誘導された。【結
論】OSCC において KRT19は EMT に関与し、悪性形質獲得に寄
与していることが示唆された。

P3-5
口腔扁平上皮癌における ΔNp63 を介した kallikrein 
related peptidase （KLK） 5の発現

◯服部 多市、川野 真太郎、松原 良太、坂本 泰基、橋口 有真、
金子 直樹、田中 翔一、大部 一成、中村 誠司
九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　 
顎顔面腫瘍制御学分野

【背景】これまでに我々は、口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞におけ
る ΔNp63 の発現減弱により、EMT が誘導されることを示してき
たが、その詳細な分子機構は不明であった。そこで、ΔNp63 によ
り発現量が変化する遺伝子を網羅的に解析するため、ΔNp63 強制
発現 OSCC 細胞株を用いて DNA マイクロアレイ解析を行った。
その結果、ΔNp63 強制発現細胞でいくつかの KLK の発現増加を
認めた。その 1 つの KLK5 は、いくつかの悪性腫瘍での報告があ
り、protease activated receptor（PAR）2 を活性化することが知
られているが、その詳細は明らかではない。今回 KLK5 の役割を
明らかにするために、OSCC における KLK5 の発現ならびに 
EMT との関連について検討を行った。【材料・方法】OSCC 細胞
株を用いて ΔNp63、KLK5、および PAR2 発現を RT-PCR 法、
real-time PCR 法にて検索した。さらに、OSCC 標本を使用し免
疫組織化学的染色法にて検索した。また、KLK5-siRNA 導入が、
OSCC 細胞へ与える影響について解析した。【 結果 】ΔNp63、
KLK5、PAR2 は、高転移株では認めなかったが、ΔNp63 を強制
発現させると発現を認めた。OSCC 標本において腫瘍中心部では
発現を認め、浸潤先端部では減弱していた。さらに、KLK5-siRNA 
を導入した細胞では、上皮系マーカーの発現量減少、間葉系マー
カーの発現量増加を認めた。【考察】OSCC において、KLK5 は 
ΔNp63 を介して EMT に関与していることが示唆された。
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P3-6
核内 PKM2は EMT 誘導および TGIF2転写後抑制により
扁平上皮癌の進展に関与する

◯田中 文恵1）、吉本 尚平2）、岡村 和彦2）、森 紘一郎1）、
佐々木 三奈1）、橋本 憲一郎1）、平木 昭光1）、橋本 修一2）、
池邉 哲郎1）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座、
2）福岡歯科大学　生体構造学講座　病態構造学分野

【目的】解糖系酵素 PKM2は、核内で TGIF2と結合し、EMT を誘
導するといわれている。今回、OSCC における TGIF2発現解析、
PKM2による TGIF2制御機構検討、PKM2機能解析を目的とした。

【方法】舌癌の手術材料を用いて、免疫組織化学的に検討した。ま
た、HSC4を用いて TGIF2蛋白および mRNA 発現解析、Cell 
scratch assay、Boyden chamber assay による PKM2機能解析を
行った。【結果】組織切片において TGIF2は異型細胞および癌細
胞の核に発現し、OSCC の分化度が低くなるにつれ発現低下して
いた。HSC4において TGIF2発現は核に発現し、EMT 誘導群にお
いて蛋白発現が減少していた。PKM2抑制後 EMT 誘導を行うと、
Vimentin 発現を認めず、TGIF2は核に発現していた。この結果よ
り PKM2は EMT および、TGIF2発現に関与していると考えられ
た。TGIF2の mRNA 発現解析において、コントロール群、EMT
誘導群に有意差を認めず、TGIF2は転写後分解されていると考え
られた。MG132作用後EMT誘導を行うと細胞質にTGIF2が発現、
蛋白発現低下は認められず、EMT 誘導時の TGIF2蛋白発現減少
にユビキチン・プロテアソーム系による蛋白分解が関与している
ことが示唆された。また PKM2抑制により HSC-4の増殖・遊走・
浸潤能は低下していた。【考察】PKM2は OSCC の進展において
TGIF2転写後分解を促進することで EMT に関与していると考え
られた。PKM2および TGIF2の機能を制御することで OSCC の浸
潤・増殖を阻害出来る可能性が示唆された。

P4-1
抗癌剤感受性試験 CD-DST 法における口腔扁平上皮癌の
セツキシマブ上乗せ濃度設定

◯佐久間 要1）、羽生 紳太郎2）、上田 潤1）、高橋 悠2）、
小根山 隆浩1）、山口 晃1）、田中 彰2）

1）日本歯科大学　新潟病院　口腔外科、
2）日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座

【緒言】CD-DST 法は , 口腔扁平上皮癌（OSCC）のような細胞数
の少ない症例でも抗癌剤感受性試験が可能であり，頭頸部癌も保
険適応となっている．そこで今回，OSCC の臨床検体を用いて感
受性試験を行い，セツキシマブ（Cmab）の効果判定の可否と，
Cmab の化学療法上乗せの濃度設定を行ったので報告する．【対象
と方法】2013年10月より2017年12月までの検体採取可能であった
OSCC 患者25例25検体．方法は通法に従って CD-DST 法を行い，
薬剤接触は5-FU+CDDP（PF）, Cmab 単剤（250μg）および PF に
Cmab250μg の上乗せで感受性試験を行い，評価の可否，臨床奏功
率と in vitro 有効率の比較，カットオフ値の設定を行なった．【結
果】OSCC における CD-DST 法の全体の評価可能率は84.0%（25
例中21例）で Cmab を含む抗癌剤の感受性評価が可能であった．
PF および Cmab 単剤250μg の抗癌剤接触では，それぞれカットオ
フ値50 % の in vitro 有効率と臨床奏効率で近似を認めた．しかし
ながら，PF ＋ Cmab での抗癌剤接触では臨床奏功率36.0 % に対
して，in vitro 有効率がカットオフ値50 % で52.3 %（21例中11例）
とやや高値であった．そこで，カットオフ値を40 % で有効率を算
出したところ33.3%（21例中7 例）と近似していたため，PF ＋
Cmab のカットオフ値を40 % に設定した．【結語】OSCC の臨床
検体で，CD-DST 法における Cmab 単剤および上乗せ効果の濃度
設定を行い，評価可能であると示唆された．

P4-2
当科における口腔癌に対するニボルマブ治療症例の検討

◯緒方 絹子、篠崎 勝美、田上 隆一郎、中村 守厳、
喜久田 翔伍、轟 圭太、楠川 仁悟
久留米大学医学部歯科口腔医療センター

2017年3月より免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブ（オ
プジーボ）がプラチナ抵抗性の再発または遠隔転移を有する頭頚
部癌に適応となった . 従来の殺細胞性抗がん薬と異なる作用機序
であり，免疫関連副作用 irAE の発症など，これまでと異なる対
応が必要である．そこで，今回ニボルマブを使用した顎口腔悪性
腫瘍8 症例について臨床的に検討を行い報告する．対象は，男性
5例．女性3例，平均年齢63.4歳（50歳～75歳）である．再発ある
いは遠隔転移を有する扁平上皮癌7例，エナメル上皮癌1例で，原
発部位は，下顎歯肉2例，上顎歯肉2例，下顎骨2例，舌1例，頬
粘膜1例である．ニボルマブはプラチナ感受性1例，プラチナ抵抗
性4例，プラチナ不耐3例（腎不全2例，FN1例）に対して使用さ
れ，2nd-line での使用6 例，3rd-line での使用2 例であった．ニボ
ルマブの治療効果は，CR2例，SD1例，PD2例， 評価不能3 例

（RECIST1.1）であり，PD の 1 例は原病死し，経済的理由による
中断2例は担癌生存中，4例は投与継続中（非担癌生存2例，担癌
生存2例）である．上顎歯肉癌再発症例で，ニボルマブ投与3か月
時に腫瘍の増大を示し，その後消退をみた1例を経験し，pseudo-
progression と考えられた． これまでのところ全例で Infusion 
reaction や irAE の出現はみられていない．

P4-3
当科における Nivolumab 投与を行った切除不能再発進行
口腔癌症例の検討

◯内田 堅一郎、竹縄 隆徳、三島 克章
山口大学大学院医学系研究科　歯科口腔外科学分野

【緒言】本邦では，プラチナ製剤不適応な再発進行頭頚部癌に対す
る Nivolumab（Nivo）の投与が，2017年3月に承認された．臨床
試験では，Nivo は従来の化学療法と比較して，患者の生命予後を
改善し，重篤な有害事象の発生頻度が低く，QOL 低下を抑制して
いる．しかしながら，本剤の投与時は免疫関連有害事象（irAE）
と呼ばれる，従来の抗がん剤とは異なる毒性を有しており，その
早期発見・治療に努める必要がある．本発表では，当科における
Nivo 投与例に関してその概要を報告する．また，当院における
irAE 対策に関しても併せて報告する．【対象】当科で Nivo 投与
を行った3例を検討した．症例1は，右下顎腺癌（T4bN2cM1）で
肺および骨転移を認めた．症例2 は，右下顎歯肉癌（T4aN1M1）
で肺および副腎転移を認めた．症例3は，口蓋癌（T4aN2cM1）で
肺と胸膜転移を認めた．【結果】3例とも治療効果は PD であった。
症例1 は，Nivo2回投与後に細菌性肺炎に罹患し改善しないため，
Nivo投与中止した．症例2ではNivoを2回投与後にGrade4のAST
と ALT 上昇を認めたため投与中止した．症例3では有害事象は認
められなかったが，治療効果判定で PD となったため投与中止し
た．【結語】Nivo 投与中は，irAE の慎重な管理が必要であり，
irAE が生じた際は速やかに関係各科と連携する必要がある．

170 第 37 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

一 

般 

演 

題 

（
ポ
ス
タ
ー
）

一 

般 

演 

題 

（
ポ
ス
タ
ー
）



P4-4
当科における再発・転移性口腔がんに対する Nivolumab
の使用経験

◯川口 翔、吉田 遼司、廣末 晃之、川原 健太、郷原 俊輔、
永尾 優果、山名 啓介、福間 大喜、尾木 秀直、中山 秀樹
熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門　感覚・運動医学講座　 
歯科口腔外科学分野

【緒言】Nivolumab は免疫チェックポイント阻害剤とよばれる抗
PD-1抗体であり CheckMate141試験において再発・転移性頭頸部
扁平上皮癌に対する有効性が示され、本邦では2017年に口腔扁平
上皮癌（OSCC）を含む頭頸部癌（HNC）においても承認された。
今回我々は、当科にて Nivolumab を使用した HNC 症例について
後ろ向き検討を行ったので報告する。【方法と対象】2017年4月以
降に当科において Nivolumab を導入した HNC 症例について、臨
床的検討を行った。2017年4 月から2018年10月の期間に当科にお
いて Nivolumab を使用した 8 例を対象とした。【結果】男女比は
7：1、年齢は58-83歳（中央値69.5歳）、組織型は扁平上皮癌 / 唾
液腺癌 =7 例 /1 例、PS 0/1/2=6 例 /1 例 /1 例、2 次治療 /3 次
治療 /4次治療以降は5例 /1例 /2例であった。また、治療成績は
投与後の6か月全生存率は50% であった。投与回数は1～13回（中
央値6回）であり、副作用（全 Grade）は5例（62.5%）に認めた。
一方、Grade2以上の副作用を 3 例（37.5%）に認め、うち 1 例に
Grade5の間質性肺炎であった。部分奏功（PR）3例（37.5%）、病
勢安定（SD）3例（37.5%）、病勢進行（SD）2例（25.0%）であっ
た。【結語】OSCC を含む HNC における Nivolumab の使用経験に
ついて報告した。副作用の出現頻度は高いものの、長期 SD を保っ
ている症例もあり有用な治療選択肢の一つであると考えられた。
発表では治療効果予測のバイオマーカー探索の結果についても供
覧する。

P4-5
舌がん術後肺転移患者に対して、免疫チェックポイント阻
害薬による治療後に分子標的薬の再投与を行い、間質性肺
炎を呈した症例

◯新谷 ゆかり、和田 健、藤田 茂之、東條 格
和歌山県立医科大学　歯科口腔外科学講座

【緒言】免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬は、有害事象と
して間質性肺炎があり、リスク因子に関してはさまざまな検討が
なされている。今回われわれは、免疫チェックポイント阻害薬治
療後に分子標的薬を投与し、間質性肺炎を呈した症例を経験した
ので文献的考察を加え報告する。【症例、処置および経過】54歳、
男性。右側舌がん（T1N0M0）術後、2015年11月に右側舌根部の
再発と左肺尖部に転移を認めたため、Cetuximab（Cmab）併用放
射線治療を行った。2016年2 月より、Cmab と Paclitaxel（PTX）
併用化学療法を開始した。2018年1 月に転移巣の増大を認め、同
年2 月より Nivolumab の投与を開始とした。7 クール投与を行っ
たが、腫瘍の制御は困難であったため、再度 Cmab と PTX 併用
化学療法を再開とした。10クール後の CT にて腫瘍は著明な縮小
を認めていた。11クール後である同年8月初めに咳と熱発を認め、
CT 撮影にて肺野の陰影像、採血検査にて炎症所見の上昇を認め
たため、間質性肺炎を疑い当院呼吸器内科にコンサルトとし、間
質性肺炎、肺アスペルギルス症の診断にてステロイドと抗真菌薬
の投与開始となった。現在、ステロイドは減量中であり、化学療
法の再開について検討を行っている。【結語】肺がん領域では、免
疫チェックポイント阻害薬治療後に分子標的薬を投与することに
より、間質性肺炎の発症頻度が増加したという報告もあり、投与
方法については注意が必要であると考えた。

P4-6
東京歯科大学口腔がんセンターにおけるニボルマブの使用
経験

◯河地 誉1）、大金 覚1）、齋藤 寛一1,2）、中澤 和真3）、
岩崎 敬大4）、石井 悠佳里3）、井坂 栄作2）、菊地 崇剛2）、
本田 健太郎2）、池田 雄介2）、小坂井 絢子4）、野村 武史1,2）、
高野 正行1,4）、片倉 朗1,5）、柴原 孝彦1,4）、高野 伸夫1）

1）東京歯科大学　口腔がんセンター、
2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東京歯科大学　老年歯科補綴学講座、
4）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、
5）東京歯科大学　口腔病態外科学講座

《緒言》ニボルマブは、プラチナ製剤抵抗性の頭頸部扁平上皮癌に
対して適応されている。しかし、従来の殺細胞性抗癌剤では認め
られなかった免疫関連副作用（irAE）といった特有の有害事象を
もたらすことがあり、注意が必要である。今回、われわれはニボ
ルマブを投与した7例について臨床的検討を行ったので報告する。

《症例と経過》対象は、2017年5月から2018年10月までに、再発ま
た転移性口腔扁平上皮癌に対して、ニボルマブを投与した7例（男
性：6例、女性：1例）である。平均年齢は52.0歳であった。原発
部位は、舌が 3 例、下顎歯肉が 4 例である。一次治療は、他院で
行った症例を含め、手術が 6 例、超選択動注化学療法及び放射線
併用療法（RADPLAT）が 1 例であった。ニボルマブ投与時の標
的病変は、再発部に対するものが2例、転移部に対するものが5例
であった。治療効果判定は、PR が1例、SD が1例、PD は5例で
あった。irAE となる有害事象（発熱、水疱性類天疱瘡、膨疹、多
形紅斑、下肢掻痒感等）を認め、専門科に併診し対応した。転帰
は担癌生存が2例、死亡が5例であった。《結語》ニボルマブ投与
例では、効果が長期間継続するという報告や、奏効率は低くても
全生存期間が延長するという報告がある。自験例では残念ながら
腫瘍の消失をみるものはなかったが、2 例が担癌状態ではあるが
生存している。したがって症例により投与を継続することで、生
存期間の延長が期待できると考えられた。

P5-1
口腔前庭に生じた骨脂肪腫の1例

◯森 紘一郎1）、佐々木 三奈2）、永嶌 勝之2）、橋本 憲一郎2）、
池邉 哲郎1）、平木 昭光2）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野、
2）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学分野

【緒言】脂肪腫の口腔領域における発生率は全身の発生率の1％程
度といわれているが、骨脂肪腫はさらに低く、臨床場面において
は診断に苦慮することがある。今回、口腔前庭部に発生した骨脂
肪腫の 1 例を経験したので、若干の考察を加え報告する。【症例】
患者は63歳女性、家族に左側オトガイ部腫脹を指摘され、精査加
療目的に当院を紹介受診した。口腔内所見では、左側下顎犬歯部
口腔前庭に長径30mm の硬個物を触知した。粘膜表面は平滑で炎
症所見はなく、自発痛や、圧痛は認めなかった。オトガイ神経の
知覚異常は認めなかった。【治療】左側下顎骨腫瘍（異所性骨化
症）診断のもと、全身麻酔下に顎骨腫瘍摘出術を行った。病変は、
薄い繊維性隔壁で分画された成熟脂肪組織と脂肪髄あるいは造血
髄を伴う、層板骨、繊維骨、軟骨内骨化を示す骨梁で構成されて
おり、病理組織学的診断は、骨脂肪腫であった。【経過】術後定期
的に経過観察を行っており再発なく経過している。
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P5-2
上顎骨内に生じた神経線維腫の1例

◯中根 昇吾1）、菱田 純代1）、福島 麻子1）、高島 裕之1）、
森田 麻希1）、山内 千佳2）、青木 尚史1）、加藤 伸一郎1）、
渋谷 恭之1）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　生体機能・構造医学専攻　感覚器・ 
 形成医学講座　口腔外科学分野、
2）名古屋市立大学病院　歯科口腔外科

緒言　神経線維腫は神経鞘と間葉組織からなる腫瘍であり，von 
Recklinghausen 病（神経線維腫症1型）に伴い全身性に生じる例
はみられるが，口腔内、特に上顎骨内に生じることはまれである．
今回われわれは右側上顎犬歯部顎骨内に生じた神経線維腫の 1 例
を報告する．症例　患者：71歳，男性．主訴：右上前歯の腫れと
痛み　既往歴：von Recklinghausen 病，C 型肝炎等　現病歴：右
側上顎犬歯部残根の歯性感染による頬部蜂窩織炎に対し，入院下
で消炎治療を行った．退院後に残根抜歯を行ったが周囲の腫脹と
疼痛が残存した．そこで抜歯後16日目に抜歯窩掻把術を行ったと
ころ，長径5mm 程度で周囲との境界明瞭な腫瘍病変を認め，病理
学的に神経線維腫と診断された．考察　神経線維腫は孤立性に生
じる場合と von Recklinghausen 病（神経線維腫症1型）に伴う場
合があるが、両者ともに硬組織よりも軟組織に多く発生し，顎骨
内に生じることは少なく、その中でも上顎骨内の報告はまれであ
る． ま た 低 年 齢 層 に み ら れ る こ と が 多 い． 今 回 は von 
Recklinghausen 病を伴う高齢者において上顎骨内に神経線維腫を
認めたので、若干の文献的考察を含めて報告する．

P5-3
顎骨に発生した極めて稀なエルドハイム・チェスター病関
連腫瘍の1例

◯中村 和貴1）、小松 紀子1）、久保田 恵吾1）、阿部 雅修2）、
米永 一理1）、宮本 祥行1）、小倉 瑞生3）、安部 貴大1）、
星 和人1）

1）東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、
2）東京大学保健・健康推進本部（保健センター）、
3）東京大学医学部附属病院血液・腫瘍内科

【緒言】 エルドハイム・チェスター病 （ECD） は非ランゲルハンス
細胞性組織球症の一型で稀な病気である。骨病変を必発し、尿崩
症、眼球突出、黄色板腫、中枢神経症状を伴う。近年、BRAFV600E
遺伝子変異が報告されている。今回我々は、ＥＣＤ患者に関連す
る顎骨腫瘍を経験したので報告する。【症例】 55歳女性、2012年、
両側膝痛で当院整形外科を受診し、骨生検より ECD の確定診断
を得た。IFN 開始するも急性腎不全を発症し中止、続いて副腎皮
質ステロイド治療が開始された。2014年、右側上顎骨内に疼痛性
病変を認め、血液内科より当科へ精査依頼があった。切除生検術
を施行したところ、これまでに認めた乳房腫瘍などと類似の組織
像を呈し、BRAFV600E 遺伝子変異が認められ、ECD 関連腫瘍と
診断された。2017年、骨病変の悪化に対し、休薬中のビスフォス
フォネート（BP）製剤からデノスマブ投与が開始されるも、全身
骨に ECD 進行を認め、両側下顎骨への骨病変も出現した。現在、
骨に対し照射などの緩和治療を行い経過観察中である。【考察】 本
症 例 で は 顎 骨 を 含 め た 骨 病 変 と 乳 房 に 発 生 し た 腫 瘍 に、
BRAFV600E 変異遺伝子を認め、ECD 関連腫瘍と考えられた。し
かし、BP 製剤およびデノスマブを使用していたため、顎骨病変
には薬剤関連性顎骨壊死との鑑別を要した。今後、分子標的薬の
有用性が期待される。【結語】 希少疾患であるが、本疾患の口腔内
への関連腫瘍には留意する必要がある。

P5-4
下顎骨内に発生した脂肪腫の一例

◯高井 美玲1）、橘 進彰1）、岩田 英治1）、楠元 順哉1）、
高田 直樹1）、古森 孝英2）

1）加古川中央市民病院　歯科口腔外科、
2）神戸大学　大学院医学研究科　外科系講座　口腔外科学分野

【緒言】脂肪腫は脂肪組織からなる非上皮性の良性腫瘍で，頚部，
背部，顔面，大腿部などを好発部位とする．しかし，骨内での発
生はまれであり，全骨腫瘍の0.1％以下と報告されている．さらに
顎骨内で発生したとする本邦での報告は，渉猟しえた限りで自験
例を含め 5 例である．今回われわれは，下顎骨内に発生した脂肪
腫の 1 例を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告する．

【症例】32歳，女性．【主訴】下顎前歯部骨透過像の精査．【現病
歴】智歯抜歯目的に，近医口腔外科を受診した．その際 CT 画像
にて下顎前歯部に骨透過像を認めたため，精査加療目的に当科紹
介，受診となった．【既往歴】腰椎ヘルニア．【現症および所見】
同部に対して，自覚症状は認めなかった．下顎正中部の歯肉膨隆
や圧痛は認めず，粘膜上皮は正常であった．初診時の CT 画像で
は下顎骨正中部に約14mm ×15mm ×6mm 大の内部に脂肪濃度を
含有する腫瘤性病変を認めた．MR 画像では同部は T1，T2 強調
像で高信号，脂肪抑制 T2 強調像で低信号を示し，脂肪を含有す
る病変と考えられた．前歯部歯根膜との連続性はなかった．【処置
及び経過】全身麻酔下で腫瘍摘出術を施行した．病理組織検査の
結果，顎骨内脂肪腫と診断した．術後は感染や再発なく良好に経
過している．

P5-5
上顎骨に生じた歯原性粘液腫の2例

◯大賀 則孝1）、佐藤 明1）、秦 浩信2）、吉川 和人1）、
坂田 健一郎1）、北川 善政1）

1）北海道大学 口腔診断内科学、2）北海道がんセンター歯科口腔外科

顎口腔領域の粘液腫は比較的まれな疾患である。今回、当科で上
顎骨に生じた歯原性粘液腫の2例を経験したので報告する。 

【症例1】38歳の女性。右上顎の腫脹を自覚後、近医歯科の紹介に
より当科を初診した。パノラマ X 線写真で右上顎洞内の不透過性
の亢進を認めた。造影 CT にて右上顎臼歯部を中心として頬舌側
の骨膨張性変化を伴い、上顎洞内を占拠していた腫瘤性病変がみ
られた。生検にて粘液腫と診断し、201X 年1月全身麻酔下に腫瘍
を分割することにより、皮膚切開を行わず、右上顎第三大臼歯～
右上顎第一小臼歯歯槽部を含めた上顎骨部分切除術、頬部に分層
植皮術を行った。現在、明らかな再発所見なく経過している。 

【症例2】48歳の男性。10年ほど前から左口蓋の腫脹を自覚してい
たが、疼痛はなく放置していた。腫脹の増大を認めるようになっ
たため、近医歯科受診後、紹介により当科を受診した。パノラマ
X 線写真で、左上顎臼歯部歯槽部に多数の小円形透過像を伴った
骨膨張性変化がみられた。造影 CT にて左上顎臼歯部の歯槽骨を
中心に骨膨張性変化を伴い内部に隔壁様の骨梁構造のある腫瘤性
病変が認められた。生検にて粘液腫と診断し、201X 年9月皮膚切
開を行い、全身麻酔下に左上顎犬歯～左上顎第一大臼歯歯槽部と
後外方で翼状突起の一部含めた上顎骨部分切除術を施行した。軟
口蓋切除部、鼻腔粘膜欠損部に頬脂肪体を縫縮し、同時に分層植
皮を行った。現在、明らかな再発所見なく経過している。
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P6-1
口腔扁平上皮癌を有する高齢者に対する G8スクリーニン
グツールの臨床的意義

◯箱山 友祐1,2）、山田 慎一1）、横関 麻里1）、田中 宏和1,2）、
長谷川 巧実3）、奥山 紘平4）、山川 延宏5）、大倉 正也6）、
柳本 惣市4）、古森 孝英3）、桐田 忠昭5）、梅田 正博4）、
栗田 浩1）

1）信州大学医学部　歯科口腔外科学教室、
2）社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　口腔病センター、
3）神戸大学大学院医学研究科外科系講座　口腔外科学分野、
4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔腫瘍治療学分野、
5）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、
6）大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室

［緒言］高齢口腔扁平上皮癌（OSCC）患者に対する治療方針の決
定において、包括的に高齢者を評価することは重要である。G8 
screening tool（G8ST）は標準治療の適用が可能な OSCC 患者と
適用が困難な患者を選別できる可能性がある。本研究は、他施設
共同により症例を集積し、OSCC 患者に対する G8ST の臨床的意
義を明らかにした。［対象と方法］75歳以上の OSCC 患者におい
て診療録から後方視的に検討した。End-point を累積生存期間

（OS）、癌特異的生存期間（CSS）、自立期間とし、G8 score の口
腔癌における臨床的意義を統計学的に検討した。［結果］438人の
OSCC 患者（男性203名、女性235名、平均年齢80.2±4.4歳）を対
象とした。 原発部位は舌が143例（32.6%）、 下顎歯肉が114例

（26.0%）、上顎歯肉が94例（21.5%）であった。病期（UICC 第7
版）は stageIV が最も多く165例（37.7%）、5 年全生存率は54.8%
であった。G8 score の平均点は10.9±2.9点であった。単変量解析
では G8 score 10.5以下の患者は OS、CSS、自立期間が有意に低
下し、多変量解析でも Score は OS や CSS の有意な独立予後因子
であった。G8 score は自立期間と相関する傾向が示唆された

（p=0.07）。［考察］本研究の結果から G8ST は OSCC 患者の治療
方針決定や予後予測に有用であることが示唆された。

P6-2
口腔癌手術周術期併発症が医療費に与える影響に関する検
討

◯鈴木 大貴1,2）、吉田 佳史1）

1）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、
2）東京歯科大学口腔がんセンター

［緒言］ 近年、癌治療を生存率だけで評価することの困難さが指摘
され始め、癌治療における患者 QOL や医療費などに関する研究
は医療の質に関する 1 つの指標として注目されている。今回、私
たちは癌治療周術期における併発症が医療費負担に与える影響を
調査した。［対象］過去3年間に当施設で原発切除と同時に遊離皮
弁再建術を受けた口腔癌一次症例とした。［方法］調査項目は年
齢、亜部位、TNM 分類、術式、併発症の有無と種類、退院まで
の期間、手術関連の保険点数を除外した周術期に関する請求保険
点数、医科並診保険点数とした。 ［結果］対象症例は44例で平均
年齢は57歳、亜部位は舌29例、下顎歯肉8 例と続いた。原発巣は
T4が最も多く32例であった。周術期に併発症があった群は19例で
術後退院までの期間は37日であり、併発症なし群の26日と比較し
有意に長かった。また、併発症あり群の周術期に関する保険点数
は平均17万点であり、併発症なし群の平均12万点と比べ有意に高
い値であった（Willcoxon 検定 p ＜0.01）。医科並診保険点数に関
しては差を認めなかったが、合計保険点数においては併発症あり
群が平均18万点であり、併発症なし群の平均12.5点と比べ有意に
高い値であった（Willcoxon 検定 p ＜0.01）。［結語］周術期におけ
る併発症は退院までの期間延長に影響を及ぼし、それにともなう
医療経済の損失を生む為、そのマネージメントは手術と同様に重
要な治療方策と考える。

P6-3
頭頸部放射線治療における強度変調放射線治療の急性唾液
腺障害に対する有効性に関する研究

◯勝良 剛詞1,2）、曽我 麻里恵1,2）、小林 太一1,2）、高村 真貴1,2）、
林 孝文1,2）

1）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野、
2）新潟大学医歯学総合病院　歯科放射線科

【目的】IMRT と3DCRT の治療中の唾液分泌量と自覚症状の変化
を詳細に比較し急性唾液腺障害に対する IMRT の有効性を明らか
にすること。【方法】新潟大学医歯学総合病院で頭頸部放射線治療
を受けた患者を IMRT 群と3DCRT 群に分け、唾液量と唾液に関
連する自覚症状の変化を前向きに調査した。【結果】治療中、両群
ともに唾液分泌量は統計学的に有意に低下し自覚症状も統計学的
に有意に悪化した。また、両群で唾液分泌量と自覚症状に統計学
的な有意差は認められなかった。一方、治療後1年の時点で IMRT
群は唾液分泌量が統計学的に有意に増加し、3DCRT 群と比べ統
計学的に有意に多いことが示された。しかし、治療後1 年の時点
で両群ともに自覚症状の有意な改善は認められず、両群間で統計
学的な有意差は示されなかった。【結論】頭頸部放射線治療におい
て IMRT は治療後の唾液分泌量の改善に有効であるが、治療後1
年の時点で急性唾液腺障害には有効性は示されず治療後の自覚症
状の改善も満足いくものではないことから、IMRT であっても治
療中の唾液分泌低下と自覚症状の対策と治療後の自覚症状対策は
必要であると考えられた。また、経過から急性唾液分泌障害は唾
液腺の機能細胞の減少よりも放射線超高感受性と考えられる唾液
腺の膜障害が主体であると考えられた。

P6-4
舌癌化学放射線療法後の放射線性顎骨骨髄炎に関する臨床
的検討

◯柳田 健1,3）、光永 幸代1,3）、小栗 千里1,3）、北島 大朗1,3）、
古川 まどか2）、久保田 彰2）、光藤 健司3）

1）神奈川県立がんセンター 歯科口腔外科、
2）神奈川県立がんセンター　頭頸部外科、
3）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

【緒言】口腔癌における放射線性顎骨骨髄炎は咽頭、喉頭癌に比べ
顎骨への線量分布が高いことから発生頻度が高い。さらに発症後
の口腔機能や QOL の低下をきたしうる。今回、自施設における
舌癌治療後の放射線性顎骨骨髄炎について臨床的検討を行った。

【対象と方法】2012年から2016年に神奈川県立がんセンター頭頸部
外科にて全身または動注化学放射線療法を行った舌癌42例につい
て放射線性顎骨骨髄炎の有無、発生時期、発生部位、骨髄炎に対
する治療と併用された化学療法の内容をカルテ記載より調査した。

【結果】放射線治療は総線量58～70Gy で根治的動注法、PF 療法、
S1療法のいずれかが併用された。対象42例中10例（24%）に放射
線性骨髄炎を認め、発生時期は照射終了後11ヶ月～53ヶ月（中央
値25ヶ月）であった。発生部位は患側下顎骨が 5 例、健側下顎骨
が2例、患側上顎骨が1例、健側上顎骨が2例であった。骨髄炎に
対する治療は全例に抗菌薬投与と局所洗浄が行われ、うち 2 例に
腐骨除去が、1 例に下顎骨区域切除が行われた。発生頻度は根治
的動注化学放射線療法が 8 例（28%）、PF 療法が 1 例（17%）、S1
療法が1例（25%）であった。【考察】併用された化学療法の内容
にかかわらず放射線性骨髄炎は患側下顎骨に生じるものが多かっ
た。治療後長期を経て発生した症例も経験しており、舌癌の化学
放射線療法あとは顎骨骨髄炎の早期発見、治療を目指した長期的
な歯科的管理が必須と考えられた。
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P6-5
当科で口腔衛生管理を受けたがん患者の口腔粘膜炎の発生
状況についての検討

◯河上 真緒、柳生 貴裕、下辻 寛子、仲川 洋介、桐田 忠昭
奈良県立医科大学口腔外科学講座

【目的】口腔粘膜は細胞回転速度が早いという特徴から、化学療
法、放射線療法、化学放射線療法、造血幹細胞移植に起因し口腔
粘膜炎が生じ、重篤になると治療の中断や治療強度を下げる理由
となる。当科では主に口腔衛生管理、含嗽、鎮痛薬などを用いた
疼痛管理で対応しているが、その有用性を検討するためまずは現
状を把握すべく調査を行った。【対象】2017年8月から2018年7月
にがん治療中に当科で口腔衛生管理を施行した患者を対象とし、
年齢、性別、原疾患、周術期に行われた歯科治療、発症した口腔
粘膜炎の程度や期間、その対応方法などの臨床情報をカルテより
抽出した。【結果】対象は53例であり、いずれも治療開始前から口
腔衛生管理が開始された。治療開始前に抜歯が行われたものは23
例、保存的歯科治療を受けたものは35例あった。Grade2以上の口
腔粘膜炎を認めた症例は28例あり、発症までの期間は最短で7日、
平均は24.5日であった。また Grade2以上の口腔粘膜炎を認めた期
間は最長で67日、平均は29日であった。口腔粘膜炎に対しステロ
イド剤が使用されたものは4例あった。【結論】当科では必要に応
じ 1 週間に 1 度程度の口腔衛生管理を行っているが、Grade2以上
の粘膜炎発症が約半数の症例に認められた。がん治療時の口腔粘
膜炎は必発であるが、重篤化に伴う自覚症状を認める期間の短縮
が課題となる。がん治療時の口腔衛生管理の有用性を確立するた
め、さらなる症例の集積が必要である。

P6-6
口腔衛生が腫瘍宿主免疫に及ぼす影響についての研究  
1. 口腔腫瘍モデルの作製

◯中嶋 千恵1,2）、山本 一彦1）、笹平 智則2）、桐田 忠昭1）

1）奈良県立医科大学　口腔外科学講座、
2）奈良県立医科大学分子病理学講座

緒言：口腔衛生の悪化はがん患者において多く観察され、治療に
伴う有害事象の増悪や手術後の合併症の誘発など、治療の忍容性
を低下させる阻害因子となる。一方、口腔細菌叢は宿主免疫系に
影響し、糖尿病や動脈硬化など全身疾患の増悪因子となることが
示されている。そこで、口腔衛生と宿主免疫および腫瘍進展の関
連性を検討するため、マウス口腔腫瘍モデルを作製した。材料・
方法：BALB/c 雄性マウスの片側の下唇齦頬移行部に、口腔癌細
胞株の代用として用いた同系の CT26細胞株を1x106個粘膜下に接
種した。3 週後犠死し、同時に口腔内洗浄液の採取と腫瘍の摘出
を行った。口腔衛生を細菌濃度で評価し、宿主免疫に関連する因
子として炎症誘導因子 TNF-αに着目し口腔衛生との関連性を調べ
た。また、酸化ストレス指標である4-HNE に着目し、TNF-αとの
関連性を調べた。結果：細菌濃度は腫瘍サイズに相関し（R=0.73）、
TNF-αもまた腫瘍サイズに相関した（R=0.73）。TNF-αは4-HNE
と相関した（R=0.39）。考察：腫瘍の進展とともに口腔衛生の悪
化と炎症誘導因子の増加を認め、がん患者の病態を反映している
と考えられた。また、炎症誘導因子と酸化ストレスの関連が示唆
された。結論：本モデルは口腔衛生と宿主免疫および腫瘍進展の
in vivo での検討に有用と考えられた。

P6-7
エピシルⓇ口腔用液の使用経験について

◯石橋 美樹1）、石本 俊介1）、小山 史穂子2）

1）大阪国際がんセンター歯科、2）大阪国際がんセンターがん対策センター

（緒言と目的）
抗がん薬物療法に伴う口腔粘膜炎は重症化すると治療の中止や

休薬を選択せざるを得ないことがあり、その管理が非常に重要と
なる。対症療法として、口腔ケアとともに適切な疼痛コントロー
ルが重要となる。2018年5 月からエピシル口腔用液（以下エピシ
ルⓇ）が保険適用となり、当科で使用した経験について報告する。

（対象と方法）2018年5月－10月まで当院でがん治療を行った患者
のうち、口腔粘膜炎による疼痛を訴えた患者で、エピシルⓇを使
用した43例についてがん種、 性別、 年齢、 治療内容、 疼痛

（Numerical Rating Scale：以下 NRS）、使用後の患者コメントに
ついて調査した。エピシルⓇは口腔粘膜炎を認め、使用を希望し
た患者に提供した。

（結果）男性29例、女性14例、平均年齢58.7歳（35－92歳）、頭頸部
がん20例、血液がん9例、呼吸器がん4例、泌尿器がん4例、消化
器がん3例、骨軟部腫瘍2例、乳がん1例であった。抗がん薬物療
法21例、化学放射線治療14例、末梢幹細胞移植6 例、放射線単独
治療2例であった。継続使用が可能であった38例の投与前NRSは、
中央値7（3－10）で、エピシルⓇ投与後は中央値3（0－10）とな
り、多くの患者で経口摂取が可能となった。使用継続不可能であっ
た 5 例はにおいや味が合わず、ノズルが固く使用できなかった患
者も認めた。

（考察）エピシルⓇの使用は、がん治療中の口腔粘膜炎の自発痛を
緩和する効果があると推察された。

P7-1
当科28年の口腔癌の統計　治療法と治療成績

◯三澤 常美、山形 優子、小井田 奈美
山梨県立中央病院

当科では開設以来口腔癌診療をしているが，今回1990年以後の治
療成績について検討した．現在当院では耳鼻咽喉科，放射線科，
緩和ケア科と頭頚部カンファレンスで症例検討を行い，各科の意
見を参考に治療方針を決定している．口腔癌についても術前放射
線化学療法後に手術を行う症例が多く，舌癌と上顎癌については
浅側頭動脈からの抗がん剤動注を併用している．2017年までの28
年間に当科を受診した悪性腫瘍患者は429名でこのうち手術症例は
338例であった．病理組織型では扁平上皮癌283例（83％）腺様嚢
胞癌9 例（2.7％）粘表皮癌6 例（1.8％）唾液腺のその他の悪性腫
瘍10例（3.0％）その他悪性リンパ腫7 例，悪性黒色腫3 例，脂肪
肉腫1例，悪性エナメル上皮腫1例などであった．扁平上皮癌症例
は，以下の部位に分けて治療成績を解析した．症例数は舌が138例
で 全 体 の48.8％ を 占 め 以 下 歯 肉68例（24.0％）， 口 腔 底24例

（8.5％），頬粘膜20例（7％），口蓋14例（4.9％）の順で， 疾病特異
的5 年生存率では舌癌86.3％，歯肉癌82.0％，口腔底癌50.7％，頬
粘膜癌86.8％，口蓋癌90％で，全体の5年生存率は81.5％であった．
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P7-2
口腔に発生した紡錘細胞癌の臨床病理学的検討

◯山口 高広、小川 将、清水 崇寛、牧口 貴哉、横尾 聡
群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

【緒言】紡錘細胞癌（spindle cell carcinoma:SpCC）は扁平上皮癌
の組織像と紡錘形細胞を主とする肉腫様増殖像からなるまれな腫
瘍で扁平上皮癌の一亜型として分類されている．今回 , われわれ
は口腔に発生した SpCC の 2 例を経験したので統合解析による臨
床病理学的検討を加えて報告する．【検討1】口腔に発生した SpCC
の予後因子について統合解析を行った．対象は渉猟可能であった
本邦における口腔領域の SpCC のうち外科治療が施行された33例

（自験例を含む）とした．対象症例における予後と臨床的因子との
関連について統計学的検討を行った．【検討2】自験例に対して免
疫染色を行い，SpCC と上皮間葉移行（epithelial mesenchymal 
transition:EMT）との関連を検討した．【結果】本邦例の外科治療
における2年生存率は58.5％であった．局所再発および頚部リンパ
節転移が有意な予後因子であった．また免疫染色にて扁平上皮癌
様部から肉腫様部に移行するにつれて E-cadherin の発現低下と
vimentin の発現上昇が認められ，SpCC と EMT の関与が示唆さ
れた．【結語】口腔に発生した SpCC の2例を経験した．統合解析
の結果，SpCC では局所再発および頸部リンパ節転移が有意な予
後因子であり，十分な安全域を設けた切除と術後早期の画像検査
および予防的頸部郭清術を考慮すべきと考えられた．また免疫染
色にて上皮細胞間の接着能の低下が SpCC の悪性度の高さに関与
していることが示唆された．

P7-3
当科における悪性リンパ腫の臨床的検討

◯山村 佳子、玉谷 哲也、真野 隆充、宮本 洋二
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野

【緒言】悪性リンパ腫（ML）は，リンパ系組織から発生する悪性
腫瘍の総称で，顎口腔領域で発症した場合，特徴的な所見が乏し
く診断に苦慮することも多い。そこで，今回われわれは，当科を
受診し，ML と診断した症例について臨床的検討を行ったので報
告する。 

【対象および方法】対象は，2008年1月から2018年12月までの11年
間に当科を受診し，ML と診断した24例（男性14例，女性10例，
平均年齢69.8歳）で，発症部位と臨床所見，病理組織分類，病期
などについて検討した。 

【結果】発症部位は上顎が15例，頸部が5例，頬部が4例であった。
臨床所見として，19例に腫脹を認め，8例に潰瘍，7例に疼痛がみ
られた。初診時に ML と診断できたのは 9 例で，他の症例は確定
診断まで，悪性腫瘍，炎症などとの鑑別が困難であった。また，
診断に至るまで複数回の生検を要した症例は，6 例（25.0%）で
あった。病理組織学的には，びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫が
14例と最も多く，Ann Arbor 分類による臨床病期は Stage I が 5
例，Stage II が8例，Stage IV が9例，不明が2例であった。 

【考察および結論】顎口腔領域の ML は様々な臨床所見を呈する
ため，診断が困難な場合も多い。画像検査や血液検査を総合的に
判断し，診断することが重要であると考えられた。

P7-4
細胞診陰性を呈した口腔扁平上皮癌症例の臨床像に関する
研究

◯柴田 真里1）、八木原 一博1）、炭野 淳1）、石井 純一1）、
桂野 美貴1）、岡村 武志1）、原口 美穂子1）、柳下 寿郎2）、
石川 文隆2）

1）埼玉県立がんセンター　口腔外科、
2）埼玉県立がんセンター　病理診断科

【目的】口腔扁平上皮癌（OSCC）のうち、擦過細胞診で陰性の症
例がある。今回、細胞診陰性となった OSCC の臨床像について検
討を行った。 

【対象と方法】当院のデータベース上、2003年1月～2018年7月ま
での口腔擦過細胞診数は667検体であり、生検または手術材料によ
り病理組織学的に扁平上皮癌は290例（上皮内癌14例を含む）で
あった。対象は、そのうちの一次症例183例とした。臨床像は臨床
型、主病変の白斑の有無ならびに白斑症例を細分類し、細胞診陰
性群（クラス I ～ II）との関連性について検討した。なお、臨床
型は表在型78例、外向型23例、内向型82例、また白斑有り83例、
無し100例であった。 

【結果】細胞診の結果は陰性17例（9.1％；クラス I が1例、II が16
例）、疑陽性88例、陽性78例であった。陰性群について、臨床型は
表在型12／78例（15.3％）、外向型1／23例（4.3％）、内向型4／82
例（4.9％）であった。また、白斑有り13／17例（76.5％）、無し4
／17（23.5％）であり、白斑症例のうち白斑単独群7／13（53.8％）、
紅斑・潰瘍併発群6／13（46.2％）であった。 

【結語】OSCC のうち、細胞診陰性例は約15％と少なかったが、陰
性群では臨床型が表在型で、白斑に被覆されたものが多かった。
これらの症例では生検による確定診断を考慮すべきである。

P7-5
当科における顎口腔領域転移性悪性腫瘍の臨床的検討

◯柴田 茜1）、矢尾 真弓2）、坂本 裕美3）、岸本 晃治3）、
吉岡 徳枝3）、伊原木 聰一郎1,3）、佐々木 朗1,3）

1）岡山大学病院　口腔外科（病態系）、
2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 医療教育センター歯学教育研究部門、
3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野

【緒言】顎口腔領域への転移性悪性腫瘍は，口腔悪性腫瘍全体の約
1 ～ 3% と非常にまれである。今回，我々は当科における顎口腔
領域への転移性悪性腫瘍症例の臨床的検討を行い，文献的考察を
行ったので報告する。【対象と方法】1982年4月から2018年8月ま
で当科を受診した顎口腔領域の転移性悪性腫瘍22例とした。調査
項目は年齢，男女比，原発巣，受診契機，転移部位，病理組織，
治療法，転帰などとした｡【結果】平均年齢は64歳，男女比は1.75：
1 で男性の方が多くを占めていた。原発巣としては肺が最も多く
認めたが，近年では乳房の割合も増加傾向にあった。受診契機と
しては，転移部位の自発痛や腫瘤形成が多く認めていた。転移部
位は上下顎骨，歯肉が大半を占めていた。病理組織としては腺癌
が多かった。治療は，転移状況や患者の全身状態により姑息的治
療を含めた QOL 改善を目的とした加療を行った症例が多かった。

【結論】顎口腔領域に転移した原発部位の内訳は五大癌（肺，肝
臓，胃，大腸，乳房）が多数を占めており，転移部位としては顎
骨・歯肉・舌・唾液腺の順であった。治療法多くの症例で多発に
転移していることが多く，予後不良で，根治的治療が望めないこ
とが多く，者の QOL の改善もしくは維持を目的とした対症療法
が多くを占めており当科の報告でも同様の傾向を認めていた。
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P7-6
大垣市民病院歯科口腔外科　7年間（2011~2017）の
口腔扁平上皮癌の臨床統計的検討

◯福村 元洋、木村 将士、石橋 謙一郎、西脇 崇介、辻 秀明、
梅村 昌宏
大垣市民病院　歯科口腔外科

【緒言】当院は「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けてい
る。今回、当科における口腔扁平上皮癌の患者背景、臨床経過お
よび治療成績の把握を目的に臨床統計的検討を行ったのでその概
要を報告する。 

【対象および方法】2011年から2017年までの7年間に当科を受診さ
れた患者で、病理組織学的に口腔扁平上皮癌と診断され、根治治
療を行った87例を対象とした。累積5年生存率の算出には Kaplan-
Meier 法を用いた。 

【結果】性別は男性47例、女性40例で年齢は28~90歳（中央値68歳）
であった。臨床病期は Stage I が34例、Stage II が21例、Stage III
が15例、Stage IV が17例であった。根治療法は、手術療法76例、
化学放射線療法11例であり、全体の5年生存率は73.5% であった。
手術治療症例76例の5年生存率は83.0% であり、病期別では Stage 
I が92% （34例）、Stage II が78.1% （18例）、Stage III が73.8% （13
例）、Stage IV が77.8% （11例）であった。部位別の5年生存率は、
舌癌が85.5% （38例）、下顎歯肉癌が81.0% （20例）、上顎歯肉癌が
83.3% （6例）、口底癌が100.0% （5例）であった。 

【考察】過去に報告した当科での11年間（2000~2010）の成績は5
年生存率が85.0% であり，今回の結果と大きな差異は認めなかっ
た。また，諸家らの報告と比較すると Stage IV の5年生存率が良
好な傾向にあった。Stage IV の一次治療として局所切除および頸
部郭清術を同時施行した症例は11例中10例であり，いずれも局所
再発は認めなかった。

P8-1
口腔扁平上皮癌根治治療後の維持化学療法の有効性に関す
る検討

◯加藤 広禄、宮澤 広樹、小林 泰、小林 久乃、北原 寛子、
野口 夏代、川尻 秀一
金沢大学　大学院　医薬保健学総合研究科　外科系医学領域　 
顎顔面口腔外科学分野

当科では口腔扁平上皮癌に対し集学的治療を行っており、ここ数
年は根治治療が終了した進行癌症例に対し S-1 内服による維持化
学療法（Adjuvant chemotherapy; AC）を行ってきた。今回、こ
の S-1 による AC の有効性を検証することを目的に AC 施行と生
存率との関係を検討した。2013年1 月から2017年12月までに金沢
大学附属病院歯科口腔外科で根治治療を行った口腔扁平上皮癌1
次症例54例を対象とした。原発部位は舌が27例と半数を占め、進
行癌が15例であった。また、Y-K 分類は1型7例、2型10例、3型
26例、4C 型10例、4D 型2 例であった。全症例の累積全生存率は
87.3% であり、AC 施行群の全生存率は100％であったのに対し、
非施行群の全生存率は84.7% であった。さらに詳細に分析してみ
ると、進行且つ高浸潤の症例の予後が不良であることがわかった。
そこで進行癌症例に限って検討したところ、AC 施行群の全生存
率は100％であったのに対し、非施行群が33.3% であった。また、
高浸潤癌に限って検討したところ、AC 施行群の全生存率は100％
であったのに対し、非施行群が60.0% であった。このことより、進
行ならびに高浸潤口腔扁平上皮癌の根治治療後の S-1 による維持
化学療法は、予後の向上に寄与する可能性が示唆された。

P8-2
沖縄県における口腔がんの実態

◯又吉 亮1）、仲宗根 敏幸1）、新崎 章1,2）

1）琉球大学　医学部　附属病院　歯科口腔外科、
2）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

【背景と目的】　当科では32年間で1107例以上の口腔癌の治療を
行っており、32年間の推移と沖縄県の口腔がんの現状を調査しま
した。　また、 この32年間に治療法の変遷ならびに口腔癌患者に
対する治療成績を明らかにし、今後の口腔癌治療の一助となるこ
とを目的としました。【結果】1. 地域別患者数の内訳では、南部地
域が最も多く全体の42％を占め、次いで中部地域が36.5％、北部
地域が12.2％の順であった。2. 年別患者数の推移では、32年間で
年平均36.4名であり、右肩上がりの患者数の増加を認めた。3. 年
齢別性別患者数の内訳では、最年少16歳男性であり、最年長104歳
女性であった。また、70代を境に男女比の逆転が認められた。4. 年
別性別年齢別の推移では、男性の平均年齢61.5歳、女性65.3歳と女
性の平均年齢が高値を示した。近年では女性患者の平均年齢が70
歳を超えた。5. 高齢者患者の比率では、近年、75歳以上の後期高
齢者および85歳以上の超高齢者の患者比率の増加が認められた。
6.32年間の間に治療法の変遷か認められた。7. 発生部位では舌が
46.6％と最も多く、次いで下顎歯肉、口底であった。8.32年間の治
療成績における5年累積生存率は全体で80.5％であった。

P8-3
当センターにおける上顎歯肉癌の臨床的検討

◯山崎 森里生、増淵 達夫、伏見 千宙、田中 惇平
国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター

【緒言】上顎歯肉扁平上皮癌に対する根治治療としては切除手術が
治療の中心であるが、近年セルジンガー法による高用量シスプラ
チン動注併用の化学放射線療法 （RADPLAT）が、良好な治療成
績をあげており選択肢の一つとされている。一方で当センターで
は、浅側頭動脈より顎動脈へ逆行性に留置したカテーテルから、
低用量シスプラチン毎週投与のレジメンを採用し放射線と併用す
ることで、予後や機能面で良好な結果を得ていることを過去に報
告している。今回われわれは、当センターで行った上顎歯肉癌に
対する根治治療について臨床的検討を行ったので報告する。【方
法】2009年1 月から2017年12月までに当センターで切除手術を施
行した10名、およびシスプラチン動注併用 CCRT を施行した22名
の計32名を対象とした。男女比および治療開始時の平均年齢は、
手術例で6:4、67.3歳、動注併用 CCRT 症例で19:3、63.3歳であっ
た。【結果】切除手術例では10名中4名で局所再発を認め、それま
での期間の中央値は5.1ヶ月であったのに対し、動注併用 CCRT 症
例では再発を認めたのは 1 例のみであり期間は6.2ヶ月であった。
また、全生存期間（OS）の中央値は手術症例で28.8ヶ月であった
のに対し、動注併用 CCRT 症例では36.8ヶ月であった。【結語】浅
側頭動脈留置カテーテルを用いた低用量シスプラチン毎週投与併
用 CCRT は、切除手術と比較しても上顎歯肉癌の根治治療として
有用であると考えられた。
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P8-4
口腔癌における Human Papillomavirus (HPV) 感染の
ビッグデータを用いた解析

◯森田 祥弘1,2）、亀山 裕泰2）、今井 智章1）、田中 竹美2）、
鵜澤 成一1）

1）大阪大学　歯学部　口腔外科学第二教室、
2）オクラホマ大学スティーブンソン癌センター

【目的】Human Papillomavirus（以下 HPV）感染は子宮頸癌にお
ける最大の危険因子であることが知られており，頭頸部領域でも
中咽頭癌の発症や予後に関係していると報告されている。一方，
口腔癌における HPV 感染については未だ不明な点が多い。今回
我々は口腔癌における HPV 感染の各部位での陽性率や予後に対
する関連を米国 National Cancer Database （以下 NCDB）を用いて
解析した。【方法と結果】NCDBは米国外科学会がん部会（Commission 
of Cancer, American College of Surgeons; COC/ACS）と米国対
がん協会（American Cancer Society; ACS）の共同プロジェクト
であり，全米の癌拠点病院からの癌患者データの登録によって成
り立つ大規模なデータベースである。この NCDB に登録された
2004年から2014年の口腔癌患者105104名のうち，HPV 検査を行っ
た33400名に関して，その陽性率を各部位別に検討した。その結
果，口唇で7.45%，口底部で15.9%，歯肉やその他の部位で14.7%
に HPV への感染が疑われた。舌では1294名が陽性であり，51.0%
に感染が疑われ，他部位と比較して舌の HPV に対する感染の特
殊性が認められた。【結論】NCDB によるビッグデータを用いた
解析により，口腔癌では舌癌において HPV の感染が予後などの
様々な因子に影響していることが示唆された。

P8-5
大阪府地域がん登録における2000年以降の口腔領域扁
平上皮がん罹患の推移

◯小山 史穂子1）、石橋 美樹2）、石本 俊介2）

1）大阪国際がんセンター　がん対策センター　疫学統計部、
2）大阪国際がんセンター　歯科

【背景】近年、全国的に口腔・咽頭腫瘍の罹患率の上昇が認められ
ているが、口腔腫瘍は咽頭腫瘍と合わせて評価され、口腔腫瘍単
独の統計値の報告は少ない。口腔領域に限定した情報は、特に歯
科医師にとって口腔腫瘍の早期発見に役立つ可能性が高い。これ
までも病院や診療科単位での報告は多数行われてきたが、地域が
ん登録を用いた大規模な疫学研究は少ない。本研究では2000～
2014年の大阪府地域がん登録を用いて口腔領域の扁平上皮癌の罹
患の推移を観察した。【方法】大阪府地域がん登録において、部位
が口腔領域（ICD-O3分類：C00～ C06：口唇、舌、歯肉、口腔底、
口蓋、その他及び部位不明の口腔）、形態が扁平上皮癌を“口腔
癌”と定義し、2000～2014年の罹患数について、部位・男女・発
見経緯別に診断年毎の集計を行った。また性・年齢調整罹患率の
推移を算出した。【結果】6819件の口腔癌罹患を認めた。罹患数は
経年的に増加していた。部位別では舌が毎年半数以上を占め、男
女比は3:2で著変はなかった。人口10万人当たりの年齢調整罹患率
では増加傾向が認められ、2000年の2.8に対して2014年では4.0で
あった。発見経緯については“他疾患の経過観察中の偶然発見”
が増加していた。【結論】2000～2014年の大阪府地域がん登録にお
いて、口腔癌において年齢調整罹患率の上昇が認められた。ただ
し、がん登録件数の増加した時期と重なっており、増減の判断は
慎重に行う必要がある。

P8-6
当科で経験した顎顔面口腔領域への転移性腫瘍6例につい
ての臨床的検討

◯武田 啓1）、齋藤 大嗣1）、小野寺 慧1）、阿部 亮輔1）、
大橋 祐生1）、古城 慎太郎1）、泉澤 充2）、宮本 郁也1）、
武田 泰典3）、山田 浩之1）

1）岩手医科大学　歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科分野、
2）岩手医科大学 歯学部 口腔顎顔面再建学講座　歯科放射線学分野、
3）岩手医科大学 歯学部 口腔顎顔面再建学講座　臨床病理学分野

【緒言】顎顔面口腔領域への転移性腫瘍はまれであり，診断と治療
に苦慮することが多い．今回，われわれは顎顔面口腔領域への転
移性腫瘍の6例について検討した．【対象および方法】2007～2018
年までに岩手医科大学附属病院口腔外科を受診し，病理組織学的
に転移性腫瘍と診断された6例を対象とした．対象症例の性別，年
齢，原発部位，顎顔面口腔領域を含めた転移部位，転移性腫瘍に
対する治療法および治療後の口腔機能について診療録の記載から
調査した．【結果】性別は男性4 例，女性2 例で，平均年齢は73.7
歳（44～82歳）であった．原発巣は肺が2例，肝，腎，甲状腺，子
宮が各1例であった．転移部位は上顎が3例，下顎，頬部，口底が
各1 例であった．これらの転移性腫瘍に対しての治療法は，外科
的切除術が1例，化学放射線療法が1例，放射線療法が2例，化学
療法が2例であった．根治的治療は腎がんの上顎歯肉転移の1例の
みであり，残りの 5 例は姑息的治療が中心であった．これらの治
療により構音および摂食嚥下機能は確保され，患者の QOL を維
持することができた．【考察】顎顔面口腔領域に転移をきたした悪
性腫瘍は、全身に転移していることが多く，一般的に予後不良と
されている．したがって，その治療に際しては治療に伴う口腔機
能障害，他の転移巣の状態，予測される生存期間などを総合的に
評価して治療法を選択する必要があると考えられた .

P9-1
舌下腺に発生した多形腺腫の1例

◯杉山 尚希、舘原 誠晃、佐藤 徹、藤永 桃歌、寺田 知加、
里村 一人
鶴見大学  歯学部  口腔内科学講座

多形腺腫は Warthin 腫瘍についで発生頻度の高い唾液腺腫瘍で
あるが、舌下腺に発生することはまれである。今回、舌下腺に発
生した多形腺腫を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告
する。症　例：70歳男性。主訴は右側口底部の腫瘤で 2 年前より
同部の腫瘤に気づくも放置していた。当院他科にて病変を指摘さ
れ、精査加療を勧められて当科受診となる。現症として右側口底
に30×15 mm 大の弾性軟、表面粘膜正常の可動性を有する腫瘤を
触知し、味覚障害や舌の知覚障害は認めない。MRI 所見では、右
側舌下隙に境界明瞭な腫瘤を認め、T1強調像で低信号、T2強調
像および STIR 像にて高信号を示した。穿刺吸引細胞診の結果は
Class IIIa で良性唾液腺腫瘍が疑われた。生検により多形腺腫と
の病理組織診断を得たため、全身麻酔下に腫瘍切除術を施行した。
腫瘍は舌下腺に接して比較的厚い被膜に覆われていた。最終病理
組織診断は多形腺腫であった。腫瘍は腫瘍性筋上皮細胞が増殖の
主体で、一部に粘液腫様組織や軟骨様組織を伴っていた。切除後
1 年経過するが再発所見は認めない。考　察：舌下腺に発生した
多形腺腫は、渉猟しえた本邦における報告では本症例を含めて17
例と発生頻度は低い。しかし、舌下腺に発生する唾液腺腫瘍には
腺様嚢胞癌や粘表皮癌が多いことから、治療方針の決定の際には
これを踏まえた十分な画像検査と病理組織検査を行う必要がある。
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P9-2
オトガイ部に生じた神経鞘腫の一例

◯上野 繭美、舘原 誠晃、井出 信次、佐藤 徹、里村 一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

神経鞘腫は有髄神経 Schwann 細胞の増殖による腫瘍で、顎口
腔領域の発生は比較的希である。今回、われわれはオトガイ部に
発生した神経鞘腫を経験したのでその概要を報告する。　症例は
30歳男性。右側オトガイ部の腫瘤を近歯科にて指摘され、当科紹
介受診した。約20×15 mm 大の可動性を伴う弾性やや硬の腫瘤を
認めた。MRI にて T1強調画像にて低信号、T2強調画像にて高信
号を呈する境界明瞭で内部比較的均一な腫瘤を認め、オトガイ神
経由来の神経鞘腫が考えられた。手術を勧めるも通院が途絶えて
いたが、約7 年後に腫瘤の増大を主訴に再受診し、腫瘤は約35×
40 mm 大まで増大していた。生検の病理組織所見では神経線維腫
が疑われた。口腔内からの腫瘍摘出術を施行したところ、腫瘍は
オトガイ神経に近接して存在し、一部では長い索状増殖を示して
いた。病理組織所見では明瞭な被膜を認め、紡錘形細胞が束状を
呈して密在性に錯走・増生を示し、核のpalisading配列やVerocay 
body が観察される Antoni A 型と Antoni B 型の混在する神経鞘
腫と診断された。術後、再発なく経過良好である。

本症例は、腫瘍塊の一部が長い索状構造を呈する希な形態を呈
し、またオトガイ神経に近接していたことからオトガイ神経由来
と考えられた。

P9-3
舌に発生した粘液脂肪腫の1例

◯岩田 英治1）、橘 進彰1）、高井 美玲1）、榎本 由依1）、
楠元 順哉1）、高田 直樹1）、古森 孝英2）

1）加古川中央市民病院歯科口腔外科、
2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

【諸言】口腔内に発生する良性腫瘍のうち脂肪腫は1～4.4％程度と
されている．その中でも大量の粘液様基質を伴う粘液脂肪腫が口
腔領域に発生することは極めてまれである．今回われわれは舌に
発生した粘液脂肪腫の1 例を経験したので，その概要を報告する．

【患者】64歳，男性．【主訴】左側舌の腫脹．【既往歴】脳梗塞．【家
族歴】特記事項なし．【現病歴】左側舌縁部の腫大を自覚し，近医
歯科を受診．精査加療目的のため紹介受診した．【口腔内所見】舌
の表面粘膜は正常で，左側舌縁部に弾性軟の腫瘤形成を認めた．

【画像所見】T1 および T2 強調 MRI で境界明瞭，内部は高信号
を示し，脂肪抑制 T2 強調 MRI で低信号を示す約9×11×11ｍｍ
大の腫瘤を認めた．【処置および経過】舌脂肪腫の臨床診断のも
と，全身麻酔下に腫瘍摘出術を施行した．術後，発音，咀嚼など
の運動障害や知覚麻痺は認めていない．9 か月経過現在再発は認
められず，経過良好である．【病理組織学的所見】腫瘍は成熟した
大小不同の脂肪細胞の増殖から成り，間質に粘液変性を伴う所見
を認め，粘液脂肪腫と診断した．【病理組織学的診断】粘液脂肪
腫．【結語】64歳男性に発症した舌粘液脂肪腫の1例を経験したの
でその概要を報告した．

P9-4
頬粘膜に生じた多形腺腫の1例

◯河野 多香子、山田 耕治、松本 和浩、吉田 博昭、松島 由紀、
辻 要、姫嶋 皓大、井関 富雄
大阪歯科大学口腔外科学第一講座

多形腺腫は全唾液腺腫瘍のなかで最も頻度の高い良性腫瘍であり，
そのほとんどが耳下腺に発生する．小唾液腺では口蓋に好発する
が，頬粘膜に発生することは比較的少ない．今回われわれは頬粘
膜に発生した多形腺腫の1例を経験したのでその概要を報告する．
患者：44歳，男性．主訴：右側頬部の腫瘤．現病歴：2015年頃か
ら右側頬部の腫瘤を自覚するも無痛性のため放置していた．2018
年1 月に通院中の歯科医院で相談したところ，当科受診をすすめ
られ同年1 月10日精査目的に来院した．口腔内所見：右側頬粘膜
直下に直径約30mm の境界明瞭で弾性硬の腫瘤を認めた．腫瘤は
可動性で被覆粘膜は正常であった．MRI 所見：病変は円形に描出
されT1強調像で低信号を示し，T2および脂肪抑制T2強調像では，
周囲組織とは一層の低信号層で分界されていた．内部は均一では
なく，中心部は低信号でその周辺にまだら状の高信号領域が分布
していた．臨床診断：右側頬部多形腺腫の疑い．処置および経過：
2018年3 月，局所麻酔下にて生検術施行し，多形腺腫の診断を得
た．2018年7月6日，全身麻酔下で腫瘍摘出術を施行した．腫瘍は
境界明瞭で周囲組織と癒着はなかった．摘出物所見：腫瘍は25×
30×30mm の弾性硬，球形を呈し被膜に包まれていた．割面は乳
白色，充実性であった．病理組織学的診断：線維性の被膜で覆わ
れ，星芒状の異型細胞が網目状に増殖していた．導管様組織と紡
錘形，形質細胞様，粘液腫様に増生した筋上皮細胞を認めた．

P9-5
Malignant Change of Recurrent Ameloblastoma : 
A Case Report

◯ Shin Youngmin1）、Kwon Taegeon2）
1）Dept. of Dentistry （Oral surgery）, School of Medicine,  
 Keimyung University, Dongsan Medical Center, Daegu, KOREA、
2）Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry,  
 Kyungpook National University, Daegu, KOREA

Ameloblastoma is the most common odontogenic tumor, 
excluding odontoma. Several histologic variants have been 
reported including follicular, plexiform, acanthomatous, granular 
cell, basal cell and desmoplastic type. Acnathomatous type can 
be confused with squamous cell carcinoma or squamous 
odontogenic tumor.Ameloblastic carcinoma, the malignant 
counterpart of ameloblastoma is characterized by cytologic 
features of malignancy combined within the overall histologic 
features of ameloblastoma. Here we report a case of an 
acanthomatous ameloblastoma with malignant change to 
ameloblastic carcinoma even after fifth surgery was performed. 
The patient underwent tumor resection and radiation therapy 
with no evidence of disease recurrence or progression 5  months 
post operatively. To our knowledge malignant change of 
ameloblastoma to ameloblastic carcinoma has not so far been 
reported. This observation may lend some support to the 
argument that acanthomatous ameloblastoma is phenotypically 
and biologically distinct entity.
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P9-6
下顎歯肉に生じた疣贅型黄色腫の1例

◯辻 秀明、西脇 崇介、石橋 謙一郎、木村 将士、福村 元洋、
梅村 昌宏
大垣市民病院　歯科口腔外科

【緒言】疣贅型黄色腫は粘膜上皮の乳頭状もしくは疣贅性増殖，上
皮釘脚間結合組織の泡沫細胞の増殖を特徴とし，口腔領域では歯
肉に好発する比較的まれな良性の疾患である．【症例】患者は64歳
男性．既往歴は糖尿病．2012年頃から 1 ┓舌側歯肉に腫瘤を自覚
していた．2015年4 月某日，近在歯科医院を受診し，当科での精
査を勧められ紹介初診となった．初診時，1 ┓舌側歯肉に表面顆
粒状で境界明瞭な5mm ×5mm 大の腫瘤を認め，自発痛，圧痛は
認めなかった．腫瘤に易出血性は認めず，画像所見においては，
著明な骨吸収は認めなかった．【処置及び経過】初診時，腫瘤に対
し細胞診を施行し疑陽性であったため，2015年4 月某日，局所麻
酔下で切除生検を施行した．病理組織学的所見としては，粘膜上
皮の乳頭状増生を認め，その伸長した上皮釘脚間の結合組織に泡
沫細胞が集簇する像を認めた．免疫組織化学的所見としては結合
組織内の泡沫細胞は CD68陽性であり，疣贅型黄色腫と診断した．
以上の診断より追加切除は行わず経過観察となり，現在，再発所
見は認めず経過良好である．【考察】疣贅型黄色腫は、臨床診断の
みでは鑑別困難な場合が多く，病理組織学的所見と免疫組織化学
的所見による鑑別が有用であると考えられた．

P10-1
口腔腫瘍切除再建後における深部静脈血栓症の発生頻度と
危険因子の検討

◯栗原 淳1）、小板橋 敦2）、高山 優3）、小川 将1）、牧口 貴哉1）、
横尾 聡1）

1）群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学 
 講座大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座、
2）医療法人社団　山崎会　サンピエール病院　歯科口腔外科、
3）公立藤岡総合病院　歯科口腔外科

【緒言】口腔癌に対する切除再建術後の合併症として深部静脈血栓
症（DVT）が報告されている． DVT は重篤な合併症である肺血
栓塞栓症（PE）発症の原因となることがあり臨床上注意が必要で
ある．今回口腔癌術後における DVT 発症率，危険因子について
臨床的検討を行ったので報告する．【対象 / 方法】2010年1月から
2013年7月までの間に当科で口腔癌手術を施行した患者229例とし
た．DVT の発症率，患者身体要因（性別，年齢，身長等），手術
要因（麻酔時間，手術時間，出血量等）について統計学的に検討
し，術後 D-dimer，FDP 値のカットオフ条件，および診断精度の
比較を行った．【結果】DVT 発症率は5.2%（229例中12例）であっ
た．1例に血栓側下腿浮腫，1例に PE が認められたが，症状無く
経 過 し た．ROC 解 析 に よ り DVT 発 症 群 で 術 後 2-8 日 目 の
D-dimer/FDP 値が有意に高く，上昇傾向を示しやすい． FDP，
D-dimer いずれも感度は高く，DVT の検出能に優れるが診断成績
に大きな差は認められなかった．【考察】DVT が PE の原因とな
ることから予防だけでなく早期発見 ･ 治療が重要である．症例に
応じて画像診断を得る前に低用量ヘパリン先行投与が望ましい．
術後2日目以降にD-dimer：8.0μg/ml以上またはFDP：18.0μg/ml
以上，かつ検査値の持続的な上昇が確認された場合は血栓症を疑っ
て治療を行うべきであり，また血栓症に対する血液・画像検査お
よび治療が即座に行える体制が不可欠であると考えられた．

P10-2
口腔癌患者における体組成評価の有用性

◯吉村 卓也、鈴木 甫、手塚 征宏、石田 喬之、東 翔太朗、
石畑 清秀、野添 悦郎、中村 典史
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科

【目的】超高齢社会となった現在、今までにもまして適切な治療選
択が重要である。口腔癌患者におけるサルコペニアや体組成評価
の治療選択への有用性については不明な点が多い。今回我々は、
口腔癌患者におけるサルコペニア評価や体組成評価の治療選択へ
の有用性について後向きに検討したので報告する。【対象と方法】
2017年6月から2018年8月の期間に当科を受診した口腔癌患者49名
を対象とした。当科の過去の症例データから抽出された予後予測
因子（詳細は2018年頭頸部癌学会にて報告）を用いて、Inbody s20
を用いた体組成測定結果や、握力、四肢周囲長、歩行速度、口腔
機能との相関関係について総合的に検討した。【結果】予後因子の
うち、サルコペニア指標である PMI、IMAC、血液データから Hb、
Alb、PNI、GNRI が、細胞内外水分バランスの指標である ECW/
TBW とそれぞれ相関関係を示した。さらに、握力、四肢周囲長、
歩行速度、口腔機能についても相関する傾向が示唆された。【結
論】抽出された予後予測因子は、総合的なサルコペニア評価、な
らびに Inbody を用いた体組成評価と相関を認めた。これらの評
価は、口腔癌患者において治療選択に有用である可能性があり、
今後さらなる検討を行う予定である。

P10-3
妊娠を継続しながら舌癌の左側頸部リンパ節転移への治療
を行った一例

◯水田 邦子、太田 耕司、小野 重弘、佐々木 和起、加藤 大喜、
武知 正晃
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　医歯薬学専攻　歯学講座　 
口腔外科学

【緒言】妊娠と頭頸部癌の増殖の関連については明らかにされてい
ない．今回われわれは，妊娠期間中に発見された舌癌術後の頸部
リンパ節転移に対して頸部郭清術を施行し，出産後に追加治療を
行った1例を経験したので報告する． 

【症例】30歳，女性．右側舌縁の痛みを主訴に，2015年7月当科を
受診し，右側舌癌（扁平上皮癌，T1N0M0）の診断下，舌部分切
除術を施行した． 

【処置および経過】2016年5月に第1子出産し，同年11月 に右側頸
部リンパ節の腫大を認めた． 2017年1月に右側頸部郭清術を行い，
追加治療として化学放射線療法（IMRT60Gy と CDDP100mg/m2

を 2 クール）を行った．2017年10月に左側頸部リンパ節の腫大を
認め，それと同時期に妊娠が判明した．患者が妊娠の継続を強く
希望したため，超音波検査でフォローしていたが，左側頸部リン
パ節は徐々に腫大したため転移リンパ節と診断した． 2018年2月
妊娠26週目に左側頸部郭清術を行い，同年3 月妊娠30週目に帝王
切開で第2子を出産した．産後2週間経過してから術後化学放射線
療法（左側頸部に IMRT60Gy とセツキシマブの週1 回投与）を
行った．放射線治療終了後も現在までセツキシマブ単剤投与を継
続している． 

【結語】本症例では産後および妊娠中に頸部リンパ節転移の出現が
認められ，妊娠中の母体の免疫能やホルモン動態の変化が腫瘍の
増殖に影響する可能性が示唆された．
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P10-4
舌癌の切除再建後、急速にガス壊疽をきたした一例

◯田中 太邦1）、松井 千裕2）、伏見 千宙3）、増淵 達夫3）

1）公立豊岡病院歯科口腔外科・矯正歯科、2）小澤病院形成外科、
3）国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

【症例】66歳，男性【主訴】右舌縁部の疼痛【既往歴】特記事項な
し【家族歴】特記事項なし【臨床経過】2018年5 月右舌縁の疼痛
を主訴に近歯科医受診．同月右舌縁の腫瘍性病変精査加療目的に
当科紹介受診．MRI， CT， PET 所見， 病理組織検査により舌癌

（T3N0M0）の術前診断のもと， 2018年6 月右舌腫瘍切除， 右頸部
郭清， 左前外側大腿皮弁による再建を施行した．術後2 日目より
皮弁の血流不全を認め術後3 日目に皮弁壊死と判断した．同日頸
部皮膚の発赤と腫脹を認めたため同日頸部 CT 撮影施行し右頸部
を中心としたガス像を確認した．同日局所麻酔下に頸部開創し壊
死した組織除去と創部の洗浄を行い頸部を開放創とした．術後4
日目に全身麻酔下で頸部、口腔内のデブリードマンを施行した．
洗浄と消炎を行い， 術後7 日目に右大胸筋皮弁と右胸三角筋部皮
弁による再建を施行した。術後創感染の再燃はなく経過し， 術後
21日目から経口摂取となり， 初回手術後38日， 再手術後32日目に
退院となった．【考察】再建術直後のガス壊疽の報告は稀である．
本症例術後3日と短期間の経過でガス壊疽をきたした． 種々細菌
検査を行ったが原因菌の特定にはいたらなかった．全身に明らか
な感染巣は認められず， 術中に動揺歯の抜歯をおこなっており同
抜歯窩よりの感染の可能性が最も考えられた．【結語】このたび舌
癌切除再建後に急速にガス壊疽を生じた一例を経験したので若干
の文献的考察を加えて報告する．

P10-5
口腔癌術後に局所再発が疑われた放線菌症の2例

◯高山 優1,2）、山口 高広1）、大隅 麻貴子1,2）、横尾 聡1）

1）群馬大学大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・ 
 形成外科学講座、 
2）公立総合藤岡病院　歯科口腔外科

緒言：放線菌症は，主に Actinomyces israelii （A. israelii） の感染
症であり，A. israelii は口腔内常在菌であるため頭頸部領域に発生
しやすい．画像診断では悪性腫瘍との鑑別が困難な場合もある．
今回，舌癌術後局所再発，下顎歯肉癌術後局所再発が疑われた 2
例の放線菌症を経験したので報告する． 症例1： 左側舌癌 

（cT4aN0M0，Gr2，INF-c） の診断で舌亜全摘術，右側肩甲舌骨筋
上頸部郭清術，大胸筋皮弁による再建術を施行した．pN0，断端
は陰性であった．術後11ヶ月の CE-CT，PET-CT で右側傍咽頭間
隙再発が疑われたが生検で放線菌症の診断であった．症例2：右
側下顎歯肉癌 （cT4aN2bM0，Gr1，INF-b） の診断で右側下顎区域
切除，右側根治的頸部郭清術変法，大胸筋皮弁による再建術を施
行した．pN0であり断端は陰性であった．術後1年のCE-CT，PET-
CT で切除部上方付近に局所再発が疑われたが生検で放線菌症の
診断であった．結語：2 例ともペニシリン系抗菌薬の使用により
改善した．診断により治療法が大きくことなるため生検の必要性
が再確認出来た．また，口腔領域の悪性腫瘍の診断では常に放線
菌症を念頭に置く必要があると考えられた．

P10-6
多発性骨髄腫患者の抜歯後治癒不全の経過観察中に同部に
重複癌を認めた一例

◯木谷 憲典、渡辺 聡、大淵 幸与
鳥取県立中央病院歯科口腔外科

【緒言】造血器悪性腫瘍、特に多発性骨髄腫では多臓器の悪性腫瘍
が二次性に発生する頻度が高いといわれている。今回我々は多発
性骨髄腫治療後の患者に対し抜歯を施行し抜歯窩治癒不全のため
経過観察を行っていたところ、同部に扁平上癌を認め、低侵襲に
治療を行った症例を経験したので報告する。【症例の概要】　83歳
女性、2017年12月に右上67の動揺および疼痛にて近医受診。2015
年に多発性骨髄腫に対しベルケイド療法を 6 回施行されゾメタも
使用されていたため当科へ抜歯依頼にて紹介され受診。同日右上
67抜歯施行した。抜歯後抜歯窩治癒不全を認め外来にて経過観察
を行っていた。2018年6 月に抜歯部にびらんおよび潰瘍、硬結を
認め生検を行い歯肉癌を認めた。MRI、CT で右上顎に限局した
T1N0M0の診断。同時期、血液内科で多発性骨髄腫の再発を認め
化学療法が開始されていたが血液内科入院下に局所麻酔および静
脈内鎮静法、ピエゾサージェリーを用いて上顎悪性腫瘍切除を行っ
た。上顎洞と口腔内は交通したが術後経過良好で顎義歯を作成し
QOL を維持し化学療法を継続した。【結語】多発性骨髄腫患者は
抜歯後に顎骨壊死が発生する可能性が有り、創部の経過観察が重
要であるが、経過観察中に重複癌の発生を認めたため報告した。

P10-7
Cetuximab+FP 併用療法中に SIADH を併発した舌癌の
1例

◯雨河 茂樹、小川 芙美、山根 菜央美、須澤 佳香、西元 彩乃、
大西 徹郎
市立池田病院

【緒言】抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）は ADH の
異常分泌により水分の貯留が生じることで低 Na 血症に至る症候
群で悪性腫瘍、肺疾患、中枢神経疾患、薬物などにより発症する
とされる。抗がん剤では CDDP 投与に関連した SIADH が多いと
されるが、口腔癌の治療に関連した報告は少ない。今回われわれ
は舌癌に対する Cetuximab+FP 併用療法中に SIADH を併発した
1例を経験したので報告する。【症例の概要】患者は65歳男性。右
舌癌（cT2N0M0）術後再発、縦隔リンパ節および両側肺転移を認
めたため Cetuximab+FP 療法を行った。第7病日に倦怠感と傾眠
傾向を訴え、血清 Na は119mEq/l と顕著に低値であった。脱水症
状はなく、低浸透圧血症256mOsm/L（＜280mOsm/L）、高張尿
309mOsm/L （＞300mOsm/L）、持続するナトリウム利尿84mEq/
L （＞20mEq/L）、血清 Cre0.97mg/dL （＜1.2mg/dL）、血清コルチ
ゾール20.5μg/dL （＞6μg/dL）であり、血漿バソプレッシン1.1pg/
mL（測定感度以上）より SIADH と診断した。直ちに抗がん剤治
療は中止とし、水分制限とナトリウム投与を開始したところ翌日
には倦怠感や傾眠傾向は消退し、治療開始7 日後（第14病日）に
血清 Na は131 mEq/l に改善した。【結語】口腔癌の薬物治療に際
して SIADH による低 Na 血症を十分念頭におき、対応すること
が重要であると考えられた。
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P11-1
口腔扁平上皮癌における PEP19発現の検討

◯東 翔太郎1,2）、吉村 卓也1,2）、石田 喬之1）、本庄 希江1,2）、
品川 憲穂1）、野村 綾子1）、野添 悦郎1）、谷本 昭英2）、
中村 典史1）

1）鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　口腔顎顔面外科、
2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理学分野

口腔扁平上皮癌は口腔癌で最も頻度の多い癌であるがその癌化の
メカニズムは未だ不明な点が多い。PEP19は抗アポトーシス機能
を持つ蛋白質で、我々は今までに乳癌における PEP19と発癌，浸
潤転移との関連性について報告してきた。今回、口腔扁平上皮癌
における PEP19発現について検討したのでその概要を報告する。

【対象・方法】2009年10月から2015年12月までに当科にて外科的治
療を行った口腔扁平上皮癌症例87例を対象とした。PEP 発現評価
は生検切片を用いて免疫染色にて行った。評価部位は 1） 腫瘍細
胞核内、2）腫瘍細胞細胞質、3） 腫瘍組織周囲の浸潤リンパ球お
よび4）周囲粘膜上皮について行った。【結果】PEP 発現陽性率は
1） 97.7%、2） 89.7％、3） 46.0％、4） 29.9％であった。全生存率
および疾患特異的生存率は1）陽性群が低く、2）陽性群が高かっ
た。【結論】PEP19発現は口腔扁平上皮癌腫瘍細胞において発現率
が高く、周囲粘膜で少なく、腫瘍的性質の獲得に関与しているこ
とが示唆された。今後さらなる検討を行い口腔扁平上皮癌におけ
る病的意義を明らかにしていきたい。

P11-2
トキシン結合型抗 Robo1抗体と PCI の併用は頭頸部扁平
上皮癌細胞に対して抗腫瘍効果を高める

◯小松 紀子1）、安部 貴大1）、阿部 雅修3）、浜窪 隆雄2）、
星 和人1）

1）東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科、
2）日本医科大学先端科学研究所タンパク質間相互作用学講座、
3）東京大学保健・健康推進本部（保健センター）

【背景】Robo （Roundabout homolog） 1 を高発現する頭頸部癌細
胞株に対し，タンパク合成阻害作用のあるトキシン結合型抗Robo1
抗体が細胞傷害活性を有することを本学会にて報告した（2016）．

【目的】今回さらに Robo1を標的とするイムノトキシン（IT）の
内在化促進を図るため，薬剤送達法を併用し検証する．【材料・方
法】われわれが所有する抗 Robo1抗体とサポリンを用いて IT を
作製し，検討には頭頸部癌由来細胞株HSQ-89, HO-1 -u-1, Sa3, SAS
とヌードマウスを使用した．内在化の促進には，界面活性剤であ
るサポニンや，光増感作用を有する化合物（AlPcS2a, TPPS2a）
を用いた Photochemical internalization（PCI）を併用した．評価
には細胞毒性試験や HSQ-89移植ゼノグラフトマウスモデルを用
いた腫瘍縮小効果で比較した．【結果】In vitro, In vivo のいずれ
においてもトキシン結合型抗 Robo1抗体と内在化促進法の併用が，
抗 Robo1抗体 IT 単独と比較し，有意な細胞生存率の低下と腫瘍
縮小効果を認めた．また，サポニンよりも PCI が非特異的な毒性
を軽減できた．【結論】抗 Robo1抗体 IT は頭頸部癌治療薬の候補
となる可能性が示された．また，PCI が Therapeutic window を
広げる可能性がある．

P11-3
口腔扁平上皮癌における Hepatocyte growth factor 
activator inhibitor type-1 （HAI-1) の機能解析

◯泉 彩1,2）、山本 晃士1）、纐纈 衆2）、末廣 雄作2）、金氏 毅2）、
井川 加織2）、近藤 雄大2）、山下 善弘2）

1）宮崎大学　医学部　病理学講座　腫瘍・再生病態学分野、
2）宮崎大学　医学部　感覚運動医学講座　顎顔面口腔外科学分野

本邦の口腔扁平上皮癌（OSCC）の5年生存率は治療法の進歩にも
関わらず、過去30年間で顕著な改善はみられていない。そのため
発癌、浸潤・転移に関わる新規マーカーや治療標的遺伝子の同定
が求められている。 
プロテアーゼの活性制御の破綻はがん細胞の浸潤における細胞外
基質の異常な破壊や再構成のみならずがん細胞周囲における様々
な生理活性物質の活性化に重要である。HGF activator inhibitor 

（HAI）は膜結合型プロテアーゼインヒビターで、細胞周囲微小環
境におけるセリンプロテアーゼ活性制御に関わっている。これま
でに HAI-1（SPINT1）と HAI-2（SPINT2）が同定されている。
当研究室では、HAI-1はほぼ全ての上皮細胞膜上に発現し上皮恒
常性維持に働き、その機能破綻ががん細胞浸潤と転移を亢進させ
ること、強い間質浸潤を示す OSCC 細胞では浸潤先端部において
細胞膜上の HAI-1が著明に減少し、その程度はリンパ節転移と相
関すること、さらに HAI-1 減少による matriptase 活性化に伴っ
て浸潤先端部のがん随伴線維芽細胞の遊走を亢進させることを報
告してきた。 
本研究では OSCC の浸潤・転移における HAI-1の役割を更に明ら
かにする為に、ゲノム編集技術を用いて HAI-1欠失 OSCC 細胞を
作成し、in vitro および in vivo での検討を行った。これまでに得
られている成果を報告する。

P11-4
SYT12の過剰発現がもたらす口腔癌の進展調節機構の解
明および新規腫瘍進展抑制法の探索

◯永塚 啓太郎1）、中嶋 大2）、小池 一幸1）、伊豫田 学2）、
笠松 厚志2）、坂本 洋右2）、椎葉 正史3）、鵜澤 一弘1,2）、
丹沢 秀樹1,2）

1）千葉大学　大学院　医学研究院　口腔科学講座、
2）千葉大学　医学部附属病院　歯科・顎・口腔外科、
3）千葉大学大学院　医学研究院　臨床腫瘍学講座

【背景】Synaptotagmin-12（SYT12）は神経伝達に関する遺伝子
として同定されたが，癌への関与は報告されていない．口腔扁平
上皮癌（OSCC）由来細胞株におけるマイクロアレイ解析にて
SYT12は著明な発現上昇を認めていた．本研究では，口腔癌にお
ける SYT12の分子生物学的役割の解明と，SYT12を標的とした新
たな腫瘍進展抑制法を探索することを目的とした．【方法】OSCC
由来細胞株11種，臨床検体100例における SYT12の発現状況を解
析し統計学的意義を評価した．SYT12発現抑制株を樹立し，機能
解析を行い（増殖能，浸潤能，遊走能試験），さらに詳細なメカニ
ズムを検討した．（Pathway analysis，PCR arrays）また，SYT12
の阻害薬を同定し抗腫瘍効果を検証した．（MTS assay，増殖能
試験）【結果】OSCC 由来細胞株，癌組織において SYT12の発現
は亢進し，臨床指標との比較において腫瘍径，リンパ節転移との
相関を認めた．SYT12の発現抑制により，癌細胞の増殖能，浸潤
能，遊走能は低下し，さらに解糖系酵素である ENO1の発現減弱
に伴う癌細胞の代謝抑制や，上皮間葉転換の抑制を認めた．SYT12
の阻害薬を用いたところ，発現抑制株同様，癌細胞の増殖抑制を
確認した．【結論】SYT12発現増強を起点とした，癌細胞の代謝
亢進，上皮間葉転換促進による口腔癌の進展メカニズムが示唆さ
れた．同定された SYT12阻害薬は現在臨床で使用されている薬剤
であり，新たな口腔癌治療候補薬剤としての活用が期待される．
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P11-5
プラチコジン D の NF- κ B 経路を介したヒト口腔扁平上
皮癌細胞の増殖抑制の検討

◯角田 達哉、吉澤 邦夫、堀田 麻美、諸井 明徳、上木 耕一郎
山梨大学大学院　総合研究部　医学域臨床研究系　歯科口腔外科学講座

【目的】NF-κB 経路の活性化は、NF-κB と結合している IκB のリ
ン酸化および分解により起こり、癌細胞の増殖、移動、浸潤に影
響する。近年、生薬キキョウのサポニンであるプラチコジン D が
IκB のリン酸化を阻害することにより NF-κB の活性化を抑制する
と報告されている。我々は、プラチコジン D がヒト口腔扁平上皮
癌（OSCC）の増殖に及ぼす影響を検討した。【材料・方法】口腔
扁平上皮癌細胞株（OSC-19、HOC313）を用いて、コントロール
群とプラチコジン D 刺激群を設定した。MTS Assay を行い細胞
の増殖率の比較、生細胞染色を行い蛍光顕微鏡下での染色細胞の
比較、さらに WesternBlot 法による NF-κB（IκB）の発現の検討
をした。【結果・結論】MTS Assay では、プラチコジン D 刺激群
で OSC-19、HOC313ともに、癌細胞増殖の抑制を認め , 生細胞染
色においても生細胞の減少を認めた。WesternBlot 法においては、
NF-κB（IκB）の発現に有意差は認めなかった。MTS Assay、生
細胞染色の結果からは、プラチコジン D が OSCC の増殖を抑制
することが示唆されたが、今後、追加実験を行いさらなる検討の
必要があると考えられた。

P12-1
口腔扁平上皮癌における prostasin の機能解析

◯山本 晃士
宮崎大学　医学部　病理学講座

Prostasin （PRSS8）はヒト精液から精製された GPI アンカー型
膜結合セリンプロテアーゼであり、細胞膜結合型セリンプロテアー
ゼインヒビターである HGF activator inhibitor type-2  （HAI-2）
により制御されている。Prostasin は近年になり、食道扁平上皮
癌、肝細胞癌、前立腺癌などをはじめとするいくつかの種類の癌
においてその発現が低下しており、癌抑制遺伝子として機能する
ことが報告されてきた。実際我々は、HAI-2ノックアウトにより
口腔扁平上皮癌（OSCC）細胞の遊走能・浸潤能は亢進し、それ
らは HAI-2 ノックアウトによる prostasin 過剰発現によるもので
あることを報告した。しかし、OSCC において prostasin に着目し
た研究はなく、臨床的な意義についての報告もない。本研究は
OSCC における prostasin の機能を詳細に解析することを目的とし
た。まず、OSCC 細胞8株と不死化ヒト表皮細胞である HaCaT 細
胞を用いて prostasin の発現を確認すると、HaCaT 細胞に比べて
全ての OSCC 細胞で prostasin 発現が低下していた。そこで、ヒ
ト OSCC 組織を用いた免疫組織学的な評価や TCGA がんゲノム
データベースを用いた解析を行った。

P12-2
口腔扁平上皮癌患者における EGFR および MET 発現の
検証

◯横川 美咲1）、森田 圭一2）、及川 悠1）、栢森 高3）、坂本 啓3）、
池田 通3）、原田 浩之1）

1）東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　口腔機能再構築学講
座　顎口腔外科分野、2）東京医科歯科大学　大学院　医歯学総合研究科　
顎顔面頸部機能再建学講座　顎顔面外科学分野、3）東京医科歯科大学　大
学院　医歯学総合研究科　口腔機能再構築学講座　口腔病理学分野

【目的】我々はこれまでに、ターゲットリシークエンス（TAS）を
行い、チロシンキナーゼレセプターの遺伝子増幅が口腔扁平上皮
癌（OSCC）における遠隔転移に関連することを報告してきた。今
回、免疫組織化学染色（IHC）によって同症例群における EGFR
および MET の発現と予後との関係を検証したので報告する。【方
法】OSCC208例を対象として IHC により EGFR および MET の
発現を評価した。評価はスコア0-3の4段階とした。また TAS に
より得られた遺伝子変異情報を併せて累積5 年生存率（5 年 OS）
との関係を検証した。【結果】EGFR は発現スコア 3 を、MET は
2、3 高発現とした。MET 遺伝子増幅を示したのは 3 例（1.4%）
であったが、MET 高発現を示したのは41例（19.7%）と関連が少
なかった。EGFR 高発現群60例（28.8%）の5年 OS は68.8% と低
発現群の86.2% と比較して有意に低下していた。また MET 高発
現群41例の5年 OS は64.9% と低発現群の85.9% と比較して有意に
低下していた。EGFR 遺伝子増幅または高発現、かつ TP53遺伝
子変異あり群21例（10.1%）の5年 OS は58.5% であったが、EGFR
遺伝子増幅または高発現、かつ MET 遺伝子増幅または高発現群
19例（9.1%）の5年 OS は33.3% ときわめて低下していた。【結論】
TAS による遺伝子変異情報は分子標的治療薬選択の根拠となり得
る重要な情報であるが、予後を予測することまでは難しい。遺伝
子変異情報と IHC による評価を組み合わせて病態把握や予後予測
を検討する必要があると考えられた。

P12-3
細胞ストレスに対する口腔扁平上皮癌細胞でのオートファ
ジーの役割

◯田島 茉莉子1）、佐伯 彩華1）、井上 敬介1）、大野 純2）

1）福岡歯科大学　口腔歯学部、2）福岡歯科大学　再生医学研究センター

【目的】オートファジーはストレスに対して適応現象を展開する。
しかしながら、癌細胞においては生存あるいは細胞死の相反する
オートファジー反応が報告されている。そこで、本発表ではアポ
トーシス誘導剤として知られるエトポシド刺激による口腔扁平上
皮癌におけるオートファジー誘導の役割を明らかにする。【方法】
ヒト口腔扁平上皮癌細胞（HSC-2および HSC-3）およびヒト・ケ
ラチノサイト（HaCaT）を使用した。細胞は低濃度および高濃度
のエトポシドで24～48時間刺激した。検索方法としては、細胞増
殖・細胞浸潤試験、western blotting 法および免疫細胞染色法を
行った。【結果・考察】低濃度群および高濃度群ともに、オート
ファジーの誘導を確認した。両者のオートファジー誘導経路の違
いは、高濃度群において pBeclin-1（pBECN）発現が亢進した。ま
た、高濃度群では Bax 発現が亢進し、Bcl-2 発現は減弱した。こ
れらの結果は、細胞死シグナルの活性化に伴い抗アポトーシス因
子である Bcl-2活性が減弱したことを示している。さらに、Bcl-2
減弱により pBECN 発現が亢進したと考えた。siBECN RNA 処理
の高濃度群ではオートファジーに誘導される細胞死が抑制される
傾向を示した。【結論】ストレス誘導細胞死には、Bcl-2/BECN
オートファジーが関与することが示唆された。
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P12-4
ヒト歯肉扁平上皮癌由来細胞株の樹立とその特徴

◯高橋 悠1,2）、渡邊 美穂1）、田中 彰1,2）

1）日本歯科大学　新潟生命歯学部　口腔外科学講座、
2）日本歯科大学　新潟生命歯学部　先端研究センター再生医療学

【目的】今回、我々は歯肉癌由来の扁平上皮癌組織から細胞株
（NOCS-1）を樹立することができたので、その概要を報告する。
【材料および方法】86歳男性の歯肉癌組織を細切し、細胞を分散培
養し初代培養を行った。培養液を使用して継代を続け、NOCS-1
を樹立した。次に、この細胞株を SCID マウス皮下に移植、5 週
間後に組織形成物を摘出した。摘出組織を半割し、一方は組織学
的解析、他方は上記方法で分散培養へ移行し、それぞれの特徴を
解析した。【結果】病理組織的に高分化型扁平上皮癌と診断された
組織から樹立された NOCS-1は多形性を有する上皮様細胞である。
細胞免疫染色では、p53および Ki67が多くの細胞に陽性反応を示
した。また、腫瘍細胞に発現するとされる CK17と、正常細胞に
発現するとされる CK13は、いずれもごく少数の細胞に発現を認
めた。一方、NOCS-1 由来移植癌組織は、原発巣と類似した組織
像を示していたが、CK17の陽性細胞数が増加している傾向がみら
れた。移植癌由来細胞株では、細胞免疫染色にて NOCS-1と類似
の結果を示した。【結論】ヒト歯肉頬粘膜扁平上皮癌由来の癌細胞
株（NOCS-1）の樹立に成功した。これらの細胞株は生体内外で
異なった分化型を示し、口腔扁平上皮癌の成因や再発のメカニズ
ム、さらにはその環境に対応した効果的な治療法の開発研究等で
有用であると考えられる。

P12-5
自然免疫関連因子 UNC93B1の包括的発現解析による口
腔癌増殖の新たなメカニズムの解明

◯和賀井 翔1）、伊豫田 学2）、小池 一幸1）、中嶋 大2）、
笠松 厚志2）、坂本 洋右2）、椎葉 正史3）、鵜澤 一弘1,2）、
丹沢 秀樹1,2）

1）千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座、
2）千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科、
3）千葉大学大学院医学研究院 臨床腫瘍学講座

【目的】UNC-93 homolog B1 （UNC93B1） は，自然免疫に関与す
る膜貫通型小胞体タンパク質である．本研究では，口腔扁平上皮
癌（OSCC）における UNC93B1の役割について bioinformatics を
含めた包括的；分子生物学的機能解析により解明することを目的
とした .【方法】OSCC 細胞株10種，臨床検体100例において，
UNC93B1の発現状態を，定量的 RT-PCR 法，Western blot 法，お
よび免疫組織染色法で解析し，その差異を Mann-Whitney 解析を
用いて統計学的に評価した．また，OSCC 細胞株 HSC-3，HSC-4
を用いて shRNA 導入による UNC93B1発現抑制細胞を作製し，細
胞増殖能，細胞周期解析および細胞周期関連遺伝子の発現解析を
行った．さらに，UNC93B1に関与し，癌細胞より分泌されると考
えられるGM-CSFの発現をWestern blot法を用いて確認した.【結
果 】OSCC 細胞株において mRNA， タンパクレベルともに
UNC93B1の有意な発現亢進を認めた（p ＜0.05）．また，癌組織で
のUNC93B1発現亢進と腫瘍径との有意な相関を認めた（p＜0.05）. 
shRNA 導入株では細胞周期関連遺伝子の変動，G1期停止に伴う
細胞増殖能の低下（p ＜0.05）および GM-CSF 分泌の抑制が認め
られた．【結論】本研究において，OSCC における UNC93B1の発
現増強は GM-CSF 分泌に影響を及ぼし，細胞増殖に関与すること
が考えられ，口腔癌の増殖を制御する新たな標的分子となること
が示唆された .

P12-6
ニコチンは口腔扁平上皮癌のリンパ節転移とセツキシマブ
耐性を促進する

◯伊原木 聰一郎1）、清水 理恵子1）、小野 喜章1,2）、長塚 仁2）、
佐々木 朗1）

1）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野、
2）岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

【目的】上皮成長因子（EGF）は受容体（EGFR）に結合すると，
EGFR のリン酸化と核内移行が起こり，細胞増殖を促進する．ニ
コチンは，喫煙により肺胞や口腔粘膜から吸収され中枢神経系の
受容体（nAChR）に作用し，タバコ依存症に関与する．最近，主
に神経系に局在すると考えられていた nAChR が癌細胞に存在す
ること，またニコチンが転移や抗癌剤耐性に関与していることが
報告された．口腔はタバコ煙に最も曝露される臓器であるが，ニ
コチンが口腔扁平上皮癌（OSCC）の転移や抗癌剤耐性に与える
影響は不明であるため検討した．【 方法 】OSCC をニコチン，
nAChR 阻害剤，セツキシマブの存在下で培養し増殖能と浸潤能
を測定した．nAChR 発現は Western blot 法で，EGFR 細胞内局
在は蛍光免疫染色で分析した．ヌードマウス足底に癌細胞を移植
しニコチンを腹腔内注射した．マウスを屠殺し移植腫瘍と膝下リ
ンパ節を摘出し組織学的評価を行った．【結果】ニコチンは OSCC
の増殖能，浸潤能，リン酸化 EGFR の核内移行を促進した．また
セツキシマブの OSCC に対する増殖抑制作用をニコチンは解消し
た．動物モデルにおいてニコチンはリンパ節転移を促進したが，
nAChR 阻害剤はリンパ節転移を抑制し腫瘍組織内のリン酸化
EGFR の核内移行を阻害した．【考察】ニコチンは OSCC のリン
パ節転移とセツキシマブ耐性に関与していると考えられた．

P13-1
Inflammation based prognostic score を用いた口腔
癌の予後因子の検討

◯久保田 耕世、伊藤 良平、成田 紀彦、今 敬生、中川 祥、
福田 はるか、小林 恒
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座

【目的】近年、好中球・リンパ球比（NLR）、血小板・リンパ球比
（PLR）、リンパ球・単球比（LMR）、予後推定栄養指数（PNI）な
どの inflammation based prognostic score の有用性が多くの癌腫
の予後予測因子として報告されている。今回われわれは当科で手
術 加 療 し た 口 腔 癌 患 者101例 に つ い て、inflammation based 
prognostic score の再発・転移に与える影響について検討を行っ
た。【対象と方法】2008年から2016年までに当科で手術加療を行っ
た101例について年齢、性別、T 分類、stage 分類、術前頸部リン
パ節転移の有無、手術法（再建の有無）、NLR、PLR、LMR、PNI
と無病生存率について検討した。【結果】対象症例の平均年齢は69
歳　男性52名、女性49名であった。無病生存率に対する cut off 値
は NLR　2.649、LMR 5.379、PLR 154.317、PNI は50.703となっ
た。Logrank 検定を施行したところ、NLR 高値群と再建術を施行
した群で統計学的に有意な低下を認めた。また、COX 比例ハザー
ドモデルを用いて検討したところ、単変量解析で NLR と再建の
有無に有意差が認められ、また、多変量解析を施行したところ、
NLR が独立した因子と認められた。また再発・転移症例について
検討し、術前と再発・転移時に比較したところ、PNI の優位な低
下が認められた。【結論】口腔癌手術症例において、術前の再発・
転移の予測因子として NLR、術後経過観察中の再発・転移の予測
因子として PNI が重要であることが示唆された。
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P13-2
早期口腔扁平上皮癌における術前 Systemic 
inflammatory response の臨床統計的検討

◯三上 俊彦、金丸 祥平、船山 昭典、小田 陽平、新美 奏恵、
小林 正治
新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面再建学講座　 
組織再建口腔外科学分野

【諸言】近年、リンパ球単球比（LMR）、好中球リンパ球比（NLR）、
血小板リンパ球比（PLR）などが様々な癌腫で術後再発や生存率
の予測因子としての有用性が報告されている。今回、早期口腔扁
平上皮癌における有用性について後方視的に検討した。【方法】対
象は2006年から2012年までに当科を初診し根治治療をおこなった
早期口腔扁平上皮癌72例で、 臨床病理学的因子と術前 LMR、
NLR、PLR を解析した。LMR、NLR、PLR の cut off 値はそれぞ
れの ROC 曲線から決定して高低値群に分類し、各リスク因子を
1点としてその合計点をInflammatory response biomarker （IRB） 
score として検討項目に加えた。エンドポイントを原病死、後発
転移に設定して Log-rank 検定、Cox 比例ハザードモデルで統計学
的に検討した。【結果】Log-rank 検定で LMR、NLR、PLR 各高
低値群間で生存率に有意差はなかったが、高 IRB score 群（IRB 
score ≧2）で有意な生存率低下を認めた（p=0.038）。また、低
LMR 群（2.35未満、p=0.012）、高 NLR 群（5.48超、p=0.014）、高
PLR 群（138超、p=0.015）、 高 IRB score 群（IRB score ≧ 2、
p=0.002）で後発転移率が有意に高かった。Cox 比例ハザードモデ
ルによる多変量解析では「YK4以上」、「IRB score ≧2」が独立性
の高い後発転移危険因子として選択され、ハザード比は6.710、
5.205であった。【考察】IRB score は口腔扁平上皮癌のリンパ節後
発転移の予測因子となり得ると考えられた。

P13-3
次世代シーケンサーを用いた血中循環腫瘍細胞（CTCs）
によるリアルタイムモニタリング

◯鬼谷 薫1,2）、柴原 孝彦1）、本田 一文2,3）

1）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、
2）国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門、
3）国立研究開発法人日本医療研究開発機構 CREST

【背景】腫瘍は治療介入により変化するため、最適な治療選択のた
めのリアルタイムモニタリングが必要である。血中腫瘍循環細胞

（CTCs ）は非侵襲的な採血で採取可能であり原発巣や転移巣を反
映する。今回、微小流路分離システム（MFA）により CTCs を
捕捉し頭頸部がん（HNC）と消化管がん（DC）の遺伝子変異プ
ロファイリング及びリアルタイムモニタリングを行った。【方法】
コホート A で HNC、DC を31例登録し MFA を用いて次世代シー
ケンサーによる CTCs の遺伝子変異解析技術を確立した。コホー
ト B で大腸がん患者7 例を登録し、抗 epithelial growth factor 
receptor（EGFR）抗体薬治療前と Progressive disease（PD）時
の CTCs を採取して変異解析を行った。【結果】コホート A は
HNC11例、DC 20例、CTCsの中央値は14.5個/ mlであった。HNC
では11例中4例で EGFR, SMAD4, TP53, RB1, CDKN2A のミスセ
ンス変異を認めた。コホート B では PD 時に CTCs から ATM, 
EGFR, SMARCB1, FBXW7のミスセンス変異を認めた。【結論】
MFA を用いた CTCs によるリアルタイムモニタリングの可能性
が示唆された。現在、HNC でセツキシマブ又はニボルマブによる
治療経過中の CTCs を採取しており今後解析予定である。

P13-4
口腔がんでの後発頸部リンパ節転移予測マーカーとしての
アクチン関連タンパク質発現の検討

◯松崎 勇佑1）、渡部 幸央2）、丹羽 順子2）、小林 大輔2）、
神山 勲2）、重松 司朗2）、柴原 孝彦1）

1）東京歯科大学口腔顎顔面学講座、
2）東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科

【背景】口腔がんの後発頸部リンパ節転移は予後不良因子で，その
予測は治療方針決定や経過観察において重要である．しかし有効
なバイオマーカーは確立されていない．細胞骨格を構成し，がん
の転移に関わるとされるアクチン関連タンパク質のなかで，TLN1，
Vinculin，Cofilin，Actinin-4 が予測マーカーとして有用であるか
検証した．【方法】2003年から2011年までに当院で治療を行い，術
前補助化学療法を行わなかった89例で，その組織検体が搭載され
た組織マイクロアレイ（以下 TMA）を作成した．そのうち，断
端陽性例，局所再発例，評価不能例を除く55例を対象とした．作
成した TMA は免疫組織化学染色に用い，タンパク質発現陽性と
陰性に分類し，臨床病理学的所見，後発頸部リンパ節転移，予後
との相関を解析した．【結果】Actinin-4 陽性群で有意に後発頸部
リンパ節転移が多くみられた（P ＜0.05）． 無病生存期間でも
Actinin-4陽性群が有意に短かった（P ＜0.01）．他のタンパク質で
関連はみられなかった．【考察】アクチン関連タンパク質群はがん
の浸潤や転移との関連が報告されている．今回，口腔がんでは
Actinin-4が後発頸部リンパ節転移の予測因子となりうることが示
唆された．Actinin-4は特に細胞突起形成に関連しており，細胞突
起形成が転移に深く関わっている可能性が示唆された．しかし，
今回は単施設による後方視的な検証であるため，多施設と協力し
更に多くの症例で検証する必要がある．

P13-5
口腔癌患者の予後予測におけるSystemic inflammatory 
score の有用性に関する多施設後ろ向き研究

◯渡部 幸央1）、神山 勲1）、市川 秀樹2）、伊藤 亜希2）、
田中 潤一2）、青木 一充3）、松崎 英雄3）、重松 司朗1）

1）東京都立多摩総合医療センター　歯科口腔外科、
2）東京都立大塚病院　口腔科、3）東京都立墨東病院　歯科口腔外科

【目的】Systemic inflammatory score（以下 SIS）とは lymphocyte-
to-monocyte ratio（以下 LMR）と血性アルブミン値から算出され
る炎症マーカーである。がん領域においては予後予測マーカーと
して有用であると報告されている。口腔癌を対象とした研究はま
だ少ない。本研究は根治手術をおこなった口腔癌患者の予後予測
における SIS の有用性について検討した。【方法】3施設で2004年
から2012年に口腔扁平上皮癌と診断され根治手術をおこなった203
例のうち本研究の適格条件に合致した146例を解析対象とした。術
前 LMR と血性アルブミン値から SIS を以下の 3 群に分類した。
LMR 高値かつ血性アルブミン値高値群を score 0、LMR 低値も
しくは血性アルブミン低値群を score 1、LMR 低値かつ血性アル
ブミン値低値群を score 2。プライマリーエンドポイントは全生
存期間として予後因子の有用性を評価した。【成績】score0は86
例、score1は49例、score2は11例であった。SIS の score の上昇と
ともに全生存期間は減少していた。コックス比例ハザードモデル
を用いた全生存に対する単変量解析では分化度、pStage、節外浸
潤、リンパ管侵襲、静脈侵襲、SIS が予後予測因子として抽出さ
れた。多変量解析をおこない分化度、pStage、SIS がそれぞれ独
立した予後因子となりえることが示唆された。【結論】根治手術を
おこなう口腔癌患者において、術前 SIS が予後マーカーとなるこ
とが示唆され、術前炎症評価の重要性が示された。
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P14-1
早期口腔扁平上皮癌における Tumor Budding と潜在性
頸部リンパ節転移との関連性

◯清水 翔太1）、中井 裕美1）、菊地 陽一1）、土橋 恵1）、笹谷 聖1）、
宮本 昇1）、岡本 準也1）、金子 剛1）、五十嵐 友彦1）、
小林 淳一1）、荻 和弘1）、出張 裕也1）、平塚 博義2）、
宮崎 晃亘1）

1）札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座、
2）北海道社会事業協会洞爺病院　歯科口腔外科

【目的】早期口腔扁平上皮癌において、潜在性頸部リンパ節の転移
の有無を早期に診断・予測することは、治療成績向上を目指す上
で極めて重要である。近年、大腸癌においてTumor Budding（TB）
はリンパ節転移の予測因子とされている。そこで、早期口腔扁平
上皮癌において TB が潜在性リンパ節転移の予測因子になり得る
かについて検討を行った。【方法】術前治療なく原発巣の切除を
行った早期口腔扁平上皮癌91症例を対象とした。切除物の HE 標
本およびサイトケラチンによる免疫組織標本を用いて腫瘍最先進
部での TB の個数を200倍視野でカウントし、他の臨床病理所見を
含め Cox 比例ハザードモデルを用いて頸部リンパ節転移関連因子
について解析した。【結果と考察】性別は男性53例、女性38例、年
齢は33歳から88歳で平均年齢は68歳、発生部位は舌 / 口底は66例、
そ の 他 部 位 は25例 で あ っ た。T 分 類 は T1:38例、T2:53例、
Histologic grading は高 :45例、中 :43例、低 :3例であった。YK-1
＋2＋3が78例、YK-4C が11例、YK-4D が2例、WPOI（AJCC）-1
＋2 ＋3 ＋4 は76例、WPOI-5 は15例であった。TB は＜5 個は62
例、≧5個 - ＜10個は16例、≧10個は13例であった。Cox 多変量解
析で TB が潜在性頸部リンパ節転移の最も強力な危険因子である
ことが示された。

P14-2
舌扁平上皮癌 cN0症例の頸部後発転移に関する検討

◯小玉 直樹1）、永田 昌毅1）、小山 貴寛1）、勝見 祐二1）、
新垣 元基1）、木口 哲郎1）、原 夕子1）、池田 順行1）、
児玉 泰光1）、星名 秀行1）、西山 秀昌2）、林 孝文2）、丸山 智3）、
田沼 順一3）、高木 律男1）

1）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科学分野、
2）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野、
3）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野

【緒言】舌扁平上皮癌 cN0症例に対する当科の対応は，基本的には
原発部位のみ切除し，予防的頚部郭清術は行っていない．今回，
舌扁平上皮癌 cN0症例における頸部リンパ節後発転移について臨
床的検討を行ったので報告する． 

【対象】2001年1 月から2016年12月までの16年間に当科で治療を
行った舌扁平上皮癌 cN0症例のうち，一次手術として手術療法を
施行した68例について検討を行った．症例は男性39名，女性29名．
年齢中央値は64.5歳（21～92歳），経過観察期間中央値80.7か月

（3.8~170.6か月），T1/T2/T3 : 30例 /34例 /4例であった． 
【成績】疾患特異的累積5 年生存率は91.2%，最終的な局所制御率
は86.8% であった．初回手術で予防的頸部郭清を回避した63例に
ついて頸部後発転移率は21例（33.3%）であり，そのうち19例に対
して頸部郭清を施行し16例（84.2%）が救済された．転移までの期
間は中央値4.4か月であった . 頸部後発転移の初回検出は検査頻度
の高い頸部エコー検査によりなされた症例が16例（72.7%）と最も
多く，早期発見に寄与していた． 

【結論】舌扁平上皮癌 cN0症例の治療成績は良好であり，後発頸部
リンパ節転移は適切な経過観察と救済治療で制御可能であると考
えられた．

P14-3
口腔扁平上皮癌における頸部リンパ節転移被膜外浸潤症例
の予後因子に関する検討

◯野口 忠秀1）、土屋 欣之1）、早坂 純一1）、杉浦 康史1）、
林 宏栄1）、作山 葵1）、杉山 知子1）、岡田 成生1）、山田 学1,2）、
神部 芳則1）、森 良之1）

1）自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、
2）独立行政法人　国立病院機構　栃木医療センター　歯科口腔外科

【目的】口腔癌頸部リンパ節転移は予後に大きな影響を与える因子
である。その中でも、リンパ節転移における被膜外浸潤（ENE）
は術後再発高リスク因子とされ、強い予後不良因子の一つとされ
ている。今回われわれは、ENE を有する症例に対しその予後の差
をもたらす因子について retrospective に検討した。【対象と方法】
2006年から2015年までに、当科にて口腔扁平上皮癌で一次治療を
行なった366症例のうち、頸部リンパ節転移に対して頸部郭清術を
施行し、病理組織学的に ENE を有する44症例を対象とした。男
性24例、女性20例、頸部リンパ節転移時期は初発が19例、後発が
25例であった。原発部位は舌23例、上顎歯肉9例、頬粘膜5例、下
顎歯肉4 例、口底3 例であった。T 因子は T1：7 例、T2：18例、
T3：7例、T4：14例であった。年齢、性別、T 分類、頸部転移時
期、術後治療の内容、ENE 個数、ENE 最遠位部、ENE 密度など
について解析を行なった。【結果】ENE 最遠位部が有意な予後因
子として抽出された。また術後治療において放射線化学療法

（CCRT）群以外の治療群では予後が悪い傾向にあったが、統計学
的に有意な差は認めなかった。【結語】ENE 症例に限定して解析
を行なった結果では、ENE 最遠位部が予後不良因子と同定するこ
とができた。また CCRT による術後治療の有用性を示唆する結果
を示すことができ、今後も症例数を重ねて解析を行っていく必要
があると考える。

P14-4
早期口腔癌 N0症例に対する磁気法による新しいセンチネ
ルリンパ節生検の検討

◯杉山 聡美1）、岩井 俊憲1）、泉 敏治2）、馬場 隼一1）、
小栗 千里1）、飯田 昌樹1）、大屋 貴志1）、小泉 敏之1）、
廣田 誠1）、來生 知1）、光藤 健司1）

1）横浜市立大学大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能制御学、
2）横浜市立大学附属病院放射線部

【緒言】早期口腔癌 N0症例では20～30% 程度で後発頸部リンパ節
転移が生じる．近年，予後の改善と低侵襲手術を目指し，色素法
やラジオアイソトープ（RI）法，またはその併用によるセンチネ
ルリンパ節（SLN）生検が口腔癌にも導入されてきた．色素法単
独ではセンチネルリンパ節の同定率が低いため，通常 RI 法が併
用されている．しかし，管理区域の問題や機器などの設備の問題
により，RI 法がどの施設でも行えるわけではないことが普及の上
で問題であった．そのため，近年では乳癌や悪性黒色腫では MRI
用肝臓造影剤である超磁性体酸化鉄（SPIO：Superparamagnetic 
Iron Oxide）を術前に注入し，磁気プローブを用いた SLN 生検が
導入されてきた．【対象・方法】対象は早期舌癌 N0患者15例であ
り，SPIO を腫瘍周囲4か所に注入し，マッサージしたのちに MR 
lymphography（MRL）を撮影し SLN をマッピングした．開発し
た磁気プローブを用いることで，術前にマッピングした SLN を術
中に同定可能か検討した．【結果】MRL では SLN は42個（平均
2.8個）マッピングされた．すべての SLN は磁気プローブで同定
可能であった．【結論】早期口腔癌 N0症例に対して，SPIO と磁
気プローブを用いた磁気法による SLN 生検は被爆のない新しい低
侵襲な治療法になり得ると考えられた．
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P14-5
口腔扁平上皮癌 cN0症例に関する臨床的検討

◯北村 直也、大野 清二、吉澤 泰昌、山本 哲也
高知大学医学部歯科口腔外科学講座

【緒言】口腔癌における頸部リンパ節転移の有無は重要な予後因子
の一つである。cN0症例における頸部の対応に関しては、経過観
察もしくは予防郭清が一般的であるが、近年ではセンチネルリン
パ節生検も臨床応用されており、未だ結論は得られていない。今
回われわれは、口腔扁平上皮癌cN0症例に関して臨床的検討を行っ
た。【対象および方法】過去7年間に当科で手術を施行した口腔扁
平上皮癌 cN0症例120例を対象とし、経過観察群（W&S 群：72
例）、センチネルリンパ節生検群（SLNB 群：28例、当院倫理委員
会承認済み）、予防的頸部郭清群（ND 群：20例）の3群に分類し、
各群における性別、年齢、原発部位、T 分類などの患者背景、頸
部制御率および生存率などを後ろ向きに検討した。【結果】各群間
における性別の内訳および平均年齢に有意差は認められず、T 分
類は、W&S 群では T1：35例、T2：29例、T3：2例、T4：6例、
SLNB 群ではそれぞれ3例、21例、2例、2例、ND 群ではそれぞ
れ0例、12例、2例、6例であった。頸部制御率は W&S 群：65/72
例（90.3%）、SLNB 群：27/28例（96.4%、うち pN（sn+）: 6/6例、
pN（sn-）: 21/22例）、ND 群：20/20例（100.0%）で、5 年全生存
率は各群それぞれ79.8％、69.3％、54.7％、疾患特異的5 年生存率
はそれぞれ92.7％、96.3％、89.2％であった。【結論】W&S 群の頸
部制御率は SLNB 群および ND 群と比べやや劣るものの有意差は
なく、生存率も3群間に有意差は認められなかった。

P14-6
pT1, 2 舌扁平上皮癌の予防的頸部郭清術の判定因子の検
討

◯猪俣 徹1）、荘司 洋文1）、町田 智正1）、北詰 栄里1）、
辺見 卓男2）、出雲 俊之2）、岡部 貞夫2）、柳下 寿郎2）

1）日本歯科大学附属病院　口腔外科、
2）日本歯科大学附属病院　歯科放射線・口腔病理診断科

【緒言】初期舌癌の多くは確実に制御出来つつあると考える。しか
し，少数ではあるが予後不良例が存在しており，原発は制御して
も，頸部再発を起こし，不幸な転帰を辿る症例もある。今回，我々
は pT1，2 舌扁平上皮癌で予防的頸部郭清術を適応の可否を判定
する複数の因子を組み合わせて検討したので報告する。【対象】
2010年4月から2017年12月に施行された pT1，2舌癌一次症例124
例を対象に，病理組織学的な因子である YK 分類，WPOI-5，お
よび深達度（DOI）と頸部リンパ節転移についての関係を検討し
た。【結果】YK-1：3 例，YK-2：39例，YK-3：32例，YK-4C：
45例，YK-4D：5 例であった。WPOI-5 は陽性47例，陰性77例で
あった。DOI は 5 mm 以下97例，5 mm 超27例であった。それ
ぞれの因子について頸部リンパ節転移との相関を検討したところ，
YK と WPOI-5については統計学的に極めて有意であったが，DOI
では有意差はなかった。続いて，DOI 5  mm 以下における YK と
WPOI-5 と頸部転移についての相関を検討したところ，YK に有
意差を認め，WPOI-5にはみられなかった。また，YK を3つに分
類（YK-1/2，3，4C/4D）し，WPOI-5の有無で頸部転移につい
て検討したところ，YK 単独よりさらに有意であった。【まとめ】
YK や WPOI-5 は組織学的悪性度指標の 1 つであるが，組み合わ
せて検討したことにより，筋層浸潤の浅い症例においても頸部転
移が生じやすいことが示され，予防的頸部郭清術の判定因子にな
ることが示唆された。

P15-1
当科における顎下腺腫瘍の検討

◯島本 裕彰1）、大迫 利光1）、黒嶋 雄志1）、平井 秀明1）、
望月 裕美1）、田中 香衣1）、富岡 寛文1）、栢森 高2）、池田 通2）、
原田 浩之1）

1）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野、
2）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　口腔病理学分野

2002年から2017年までの間に当科で加療し、病理組織学的に顎下
腺腫瘍であった30例を対象に検討した。病理組織学的に良性腫瘍：
21例、悪性腫瘍：9 例で、悪性腫瘍の占める割合は30.0% であっ
た。良性腫瘍21例の内訳は、男性：4 例、女性：17例で、発生年
齢は14から70歳で平均44.6歳であった。主訴は腫瘤が最も多く18
例で、疼痛や違和感が主訴であったものは 3 例であった。治療法
は全例で顎下腺摘出が施行された。病理組織学的診断は多形腺腫
が20例、血管腫が1例であった。一方、悪性腫瘍9例の内訳は、男
性：8例、女性：1例で、発生年齢は55から74歳で、平均66.0歳で
あった。主訴は腫瘤が6例、疼痛が3例であった。治療法は全例で
顎下腺摘出が施行され、頸部郭清が 5 例に併施された。追加手術
が1例に施行された。病理組織学的診断は、腺様嚢胞癌：3例、多
形腺腫由来癌：3 例、唾液腺導管癌：2 例、扁平上皮癌：1 例で
あった。術後治療は5例に施行され、その内訳は化学療法：1例、
放射線療法：2例、化学放射線療法：2例であった。転帰は無病生
存：6例、追跡不能：2例、原病死：1例で、累積5年全生存率は
100%、累積10年全生存率は66.7% であった。以上より良性腫瘍と
比べ、悪性腫瘍は高齢男性に多く、疼痛を主訴にする傾向があっ
た。また、悪性腫瘍の治療においては良好な成績を得ることがで
きていた。

P15-2
4年間での顎下腺腫瘍の臨床的検討

◯勝田 秀行1,2,3）、齊藤 芳郎1,2）、倉澤 侑也1,2）、
鴨志田 慎之助1,2）、江川 峻哉1,2,3）、櫛橋 幸民1,2,3）、
池田 賢一郎1,2,3）、嶋根 俊和1,2,3）

1）昭和大学頭頸部腫瘍センター、
2）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門、
3）昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

顎下腺腫瘍は大唾液腺腫瘍のなかで耳下腺腫瘍に次いで多く、耳
下腺腫瘍よりも悪性腫瘍の割合が高いとされている。2014年10月
から2018年9月までの4年間に当センターで手術治療を行った顎下
腺腫瘍は12例であった。症例の年齢中央値は47歳（32～65歳）歳
であり、性別は男性4 例（33.3%）、女性8 例（66.7%）であった。
術前に穿刺吸引細胞診を施行した11例では、良悪性の正診率は
90.9％であった。術後の病理組織学的診断は良性腫瘍9例（多形腺
腫8例およびオンコサイト―マ1例）および悪性腫瘍3例（腺様嚢
胞癌2例および上皮筋上皮癌1例）であり、悪性腫瘍の占める割合
は25% であった。4 年間で治療を行った顎下腺腫瘍に関して、性
別、年齢、病悩期間、臨床症状、腫瘍の大きさ、画像所見、病理
組織型および穿刺吸引細胞診の有用性について検討を行う。
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P15-3
当科における過去15年間の唾液腺腫瘍の臨床的検討

◯八木沢 就真1）、上村 亮太1）、澤谷 祐大1）、志村 美智子1）、
木内 誠1）、小宮山 雄介1）、齋藤 正浩1）、栗林 伸行1,2）、
泉 さや香1,3）、和久井 崇大1,4）、内田 大亮1）、川又 均1）

1）獨協医科大学　医学部　口腔外科学講座、
2）上都賀総合病院　歯科口腔外科、3）菅間記念病院　歯科口腔外科、
4）佐野厚生総合病院　歯科口腔外科

唾液腺腫瘍は、頭頸部腫瘍の約5%、全腫瘍の1% 程度の発生率を
示す比較的まれな疾患である。悪性腫瘍では局所浸潤能、遠隔転
移能が高く、化学療法および放射線療法の感受性が低いことから、
診断・治療に難渋する症例が少なくない。今回われわれは、当科
で経験した唾液腺腫瘍について臨床的検討を行ったので報告する。
対象は2003年1月から2017年12月までに当科を受診し、組織学的
に唾液腺腫瘍と診断され加療を行った計41症例である。病理組織
学的分類では、良性腫瘍20例、悪性腫瘍21例であり、その内訳は、
良性腫瘍では多形腺腫19例、ワルチン腫瘍1 例であり、悪性腫瘍
では腺様嚢胞癌13例、粘表皮癌4例、多形低悪性度腺癌3例、明細
胞癌1 例であった。発生部位は、良性腫瘍では口蓋腺12例、耳下
腺4例、顎下腺2例、頬腺1例、口唇腺1例であり、悪性腫瘍では、
口蓋腺9例、顎下腺7例、舌下腺2例、下顎骨2例、頬腺1例であっ
た。治療法は、多発性転移を認めた 3 例の悪性腫瘍を除き、全例
に外科的切除を施行し、悪性腫瘍の 7 例は、術後放射線化学療法
を行った。予後は、良性腫瘍では、19例は無病生存であるが、再
発後、多形腺腫由来癌に悪性転化した 1 例は、肺転移にて死亡し
た。悪性腫瘍では、無病生存14例、担癌生存 2例、遠隔転移死 5
例であった。現在、無病生存中の33例は経過良好であるが、唾液
腺悪性腫瘍は長期間の経過後に再発、転移を生じやすいことから、
厳重な経過観察を行っている。

P15-4
多臓器に転移を来した舌下腺原発腺様嚢胞癌の1剖検例

◯渡邉 裕之1,2）、島 一幹1）、加藤 伸一郎3）、奥村 嘉英1,2）、
村橋 璃香1）、土持 師1,3）、渋谷 恭之3）、長尾 徹2）、
深野 英夫1,2,3）

1）名古屋市立西部医療センター　歯科口腔外科、
2）愛知学院大学 歯学部　顎顔面外科学講座、
3）名古屋市立大学大学院　医学研究科　口腔外科学

腺様嚢胞癌（以下 ACC）は、頭頸部領域に発生し遠隔転移を起こ
しやすい悪性腫瘍である。経過は緩慢なことが多く、遠隔転移判
明後も比較的長期間生存し、10～15年以上生存する場合もあるさ
れている。今回われわれは原発腫瘍の増大が緩慢であるにもかか
わらず遠隔転移巣が短期間に多臓器に増大し死亡に至った舌下線
ACC の症例を経験した。さらに、剖検所見と病理組織所見につい
ても検討したので報告する。【症例】51歳、男性。【既往歴】特記
事項なし。【主訴】右舌のピリピリ感および自発痛。【処置および
経過】右側舌下腺より生検を行い ACC の診断を得た。胸部 CT に
て臨床的に多発肺転移と診断された（cT2N0M1 stageIVc）。初診
より100日たたず、肺病変の増大、胸椎等の骨転移と思われる病変
が判明し、PF 療法、ニボルマブ投与を 4 クール施行した。250日
までにさらに肝臓病変、脳内病変が見つかった。初診より261日目
呼吸状態悪化のため死亡の転帰となった。患者家族より、剖検の
同意を得て、全身の病理組織学的な検索を行った。原発と思われ
る舌下腺腫瘍は25mm の大きさであったのに対し、肺・肝・膵・
腎・脳・下垂体・骨・皮膚および右中内頸静脈リンパ節への転移
巣は、原発巣を上回る腫瘍の拡大であった。

P16-1
UICC TNM 分類 第8版による舌扁平上皮癌 T1，2症例
の検討

◯赤城 裕一1）、貝淵 信之1）、岡本 俊宏1,2）、深田 健治1）、
安藤 智博1）

1）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座、
2）東京女子医科大学八千代医療センター歯科口腔外科

【目的】TNM 分類は2016年の改定でより臨床的な悪性度を重視し
た改定が行われ，T 分類においては浸潤の深さ（depth of invasion, 
DOI）に焦点を当てた分類に改定された．そこで我々は，今まで
第7 版で分類していた当科における舌扁平上皮癌の症例が，改定
された第8 版ではどのように病期分類や予後が変化するかを検討
した．【方法】2010年1月から2015年12月の5年間に当科で切除手
術による初回治療を行った舌扁平上皮癌 T1，2症例で，術後2年
間追跡可能だった患者24例を対象としてレトロスペクティブに検
討した．【結果】年齢は26歳～81歳（平均57.9歳，中央値63歳），男
性18例，女性6例であった．第7版では pT1：15例，pT2：9例で
あったが，第8版でT分類を再評価したところ，pT1：13例，pT2：
9例，pT3：2例となった．全体の生存率は79.2%で，Kaplan-Meier
法で T 分類による全生存率の差を検討したところ第7 版，第8 版
ともに有意な差は見られなかった．術前の MRI で DOI の予想が
可能か spearman の相関係数で検討したところ p=0.0162であり相
関が認められた．【結論】第8版 TNM 分類を用いることで，いく
つかの症例に T 分類の変化が見られた．また，術前 MRI で DOI
を予想できる可能性があり，治療計画を立てる上で検討する必要
性が示唆された．

P16-2
舌癌における新旧ＴＮＭ分類の比較と問題点

◯仲宗根 敏幸1）、又吉 亮1）、新崎 章1,2）

1）琉球大学　医学部　附属病院　歯科口腔外科、
2）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

H29年1月より口腔がんにおいてもUnion for International Cancer 
Control （UICC） および American Joint Committee on Cancer 

（AJCC）の Classification of Malignant Tumors （TNM）が大きく
改訂された。大きな変更点としては、DOI および被膜外浸潤の有
無に関連し TNM 分類および stage 分類に違いが認められた。そ
こで今回、舌扁平上皮癌に関して新旧ＴＮＭ分類の比較と問題点
を明らかにすることを目的した。【対象】2004年1月から2014年12
月までの舌扁平上皮癌197例を対象とした。【方法】検討項目は1. 
DOI と T 分類、2. 被膜外浸潤の有無と N 分類を病理組織学的に
再評価し、3．新旧 stage 分類における5年累積生存率について統
計学的に比較検討する。【結果】男女比は1.6：1、平均年齢は60.2
歳（21-92）であり、旧 TNM 分類における T 分類では、T1：65
例、T2：104例、T3：10例、T4a：18例、T4b：0例であった。N
分類では、N0：150例、N1：25例、N2a：1例、N2b：17例、N2c：
4例、N3：0例であった。M 分類では、M0：197例であった。旧
stage 分類では stage I：63例、stage II：73例、stage III：26例、
stage IVA：35例、stage IVB：0 例であった。これらの症例を
DOI と被膜外浸潤の有無を病理組織学的に再評価し、新旧ＴＮＭ
分類の比較と問題点を明らかにする予定である。
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P16-3
舌癌における新旧 TNM 分類の比較と問題点 ～ MRI によ
る腫瘍深達度の評価～

◯原口 和也1）、吉賀 大午2）、田中 純平2）、三次 翔1）、高橋 理1）、
土生 学1）、笹栗 正明1）、吉岡 泉2）、冨永 和宏1）

1）九州歯科大学　生体機能学講座　顎顔面外科学分野、
2）九州歯科大学　生体機能学講座　口腔内科学分野

2017年1月、UICC-TNM 第8版が発表された。新 TNM 分類の変
更点は、これまで腫瘍最大径のみで定義されてきた T 分類に腫瘍
深達度（DOI：depth of invasion）という概念が追加され、N 分
類については被膜外侵襲の有無に関連して N3b を設けたことであ
る。すなわち、治療開始前に DOI を正確に把握する必要がある
が、DOI の測定法に関して詳細に言及したマニュアルは存在しな
い。そこで、今回術前に MRI を行った舌癌症例において、新旧
TNM 分類における臨床病理学的所見や頸部リンパ節転移につい
て比較検討を行った。［対象と方法］術前に MRI を行い、手術療
法を行った舌癌症例100例を対象とした。旧分類による病期別では
stage I,II,III,IV がそれぞれ43例、22例、12例、23例であった。検
討項目は、DOI、頸部リンパ節転移、新旧 TNM 分類の比較とし
た。［結果］MRI（GdT1WI：Gd 造影 T1強調画像）における DOI

（MRI 的 DOI）と病理学的 DOI の間には正の相関関係を認めた。
また、ステージが増加するにつれて DOI が増加していく傾向が見
られたがそれぞれの間に有意差は認めなかった。頸部リンパ節転
移を有する症例の DOI は有しない症例よりも有意に大きな値を示
した。ROC 曲線の描出により算出された頸部リンパ節転移の有無
に関する MRI 的 DOI と病理学的 DOI のカットオフ値はそれぞれ
10.7mm と4.9mm であった。［考察］MRI 的 DOI と病理学的 DOI
とは正の相関関係を呈しており、舌癌のステージ分類における
MRI の有用性が示された。

P17-1
Deep Learning による画像認識技術と病理画像を用い
た、舌癌のリンパ節転移予測に関する研究

◯川村 晃平1）、平岡 慎一郎1）、Al-Shareef Hani2）、李 天鎬3）、
吉川 隆士3）、宇佐美 悠4）、田中 徳昭1,5）、田中 晋1）、
古郷 幹彦1）

1）大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室、
2）大阪市立大学大学院 医学研究科 病態診断・生体機能管理医学講座  
 歯科・口腔外科学、 
3）大阪大学サイバーメディアセンター、
4）大阪大学大学院歯学研究科　口腔病理学教室、
5）大阪警察病院　歯科口腔外科

【緒言】口腔がんにおいて、頸部リンパ節転移は重要な予後因子の
一つである。我々は以前に、舌 SCC の切除標本からリンパ節転移
のリスク評価を行うために、リンパ管新生関連タンパクの免疫組
織染色（IH）を行い、その染色レベルをスコア化し目視で評価し
た。その結果、リンパ節転移と相関することを見出し報告してい
る（Oncol Rep.2016）。しかしこの評価方法は、個人の色彩感覚に
よるバイアスや、評価時間がかかるなどの欠点を有する。近年、
人工知能（AI: artificial intelligence）の医療応用が急速に進めら
れているが、Deep Learning（DL）を用いた IH の画像認識に関
する報告はほとんどみられない。今回我々は、DL と IH を用いた、
客観的な後発リンパ節転移リスク評価法の確立を試みたためその
結果を報告する。【方法】当科にて原発巣切除を行った舌 SCC 患
者80症例の IH 標本（NRP1,VEGF-C,etc）に対して、それぞれ約
30枚の画像を撮影し、先行研究において目視の評価で高得点とさ
れている検体（10症例287枚）を HIGH、低得点の検体（11症例
350枚）を LOW とタグ付けをし、無作為に学習用画像618枚と試
験用画像69枚に分けて、DL（Keras / Tensorflow）にて評価した。

【結果】試験用画像の評価にて、先行研究と比して約96パーセント
の精度が得られた。【結語】DL の画像認識技術を用いた IH の評
価法は、リンパ節転移の客観的評価に有用である可能性が示唆さ
れた。

P17-2
蛍光観察装置の違いによる口腔粘膜疾患の鑑別の比較検討

◯山本 信治、小坂井 絢子、小杉 彩歌、丸茂 知子、大野 啓介、
高野 正行、柴原 孝彦
東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座

【緒言】新たな口腔粘膜疾患の診断法の開発が期待されるなか、最
近は光学技術を駆使した蛍光観察装置が注目されている。口腔癌
やOPMDsでは蛍光可視の低下が起こり暗色で観察される（FVL）。
我々は 3 種類の非接触型の蛍光観察装置を用いて口腔粘膜疾患の
補助的診断の評価に活用している。本研究はこれらの機器の特性
を明確にし、比較検討を行ったので報告する。【対象・方法】東京
歯科大学水道橋病院口腔外科を受診した口腔粘膜疾患のうち、光
学機器を用いて観察を行った患者を対象とした。3機種（A 機、B
機、C 機）を用いて観察し、複数の評価者で視覚的評価を行い、
その比較検討を行った。【結果】FVL 率は A 機が92.3%、B 機が
76.9～92.3％、C機が53.8～92.3%であった。使用機器によってFVL
率に差が生じ、C 機では評価者間で最も差が生じた。【考察】A 機
は照射および励起光の波長が限定され、輝度が明確に評価できた
ため FVL 率のばらつきが最も少なく評価できたと考えられた。一
方、B 機および C 機はスマートフォンに専用のフィルターを装着
することで観察が可能であるため、操作は簡便であるが、評価者
間での誤差が生じる可能性が考えられた。光学機器は OPMDs に
高い描出能をもつが、その特性を十分に理解し、蛍光視診のトレー
ニングが必要であり、今後は症例数を増やし半定量的評価も加え
た比較を検討している。

P17-3
光学機器による早期表在型扁平上皮癌の解析―切除マージ
ンへの応用―

◯小坂井 絢子1）、森川 貴迪1）、大野 啓介1）、齋藤 寛一2,3）、
河地 誉2,3）、大金 覚1,2）、山本 信治1）、野村 武史2,3）、
高野 伸夫2）、片倉 朗4）、橋本 和彦5）、柴原 孝彦1,2）

1）東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、
2）東京歯科大学 口腔がんセンター、
3）東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座、
4）東京歯科大学 口腔病態外科学講座、
5）東京歯科大学 市川総合病院検査科病理

緒言：口腔癌の治療成績の向上には、早期発見・早期治療が重要
である。早期口腔癌の治療は外科療法が主体とされているが、切
除後の再発が問題となる。光学機器は青色光を照射し、自家蛍光
を観察する。正常組織では蛍光可視が保持される（FVR）のに対
し、口腔癌では蛍光可視の低下が起こる（FVL）。本研究では、早
期口腔癌の新たな治療法の確立を目的に、光学機器を用いた輝度
解析および切除マージンへの応用の可能性について検討した。対
象・方法：2016年4 月～2018年3 月までに東京歯科大学市川総合
病院歯科・口腔外科および口腔がんセンターにおいて、病理学的
診断が得られた早期表在型扁平上皮癌26例を対象とし、専用ソフ
トウェアを用いて輝度および境界変化率を算出した。さらに永久
標本を用いて、切除マージン部と境界変化率に病理組織学的相関
があるか検討した。結果：FVL は不均一で、境界は不明瞭であっ
た。平均輝度は104（72～164）、境界変化率は19.99（12.86～36.5）
であった。切除断端から6mm 以内に上皮異形成を認めた症例を26
例中20例で認め、有意に境界変化率が低値であった（p ＝0.0336）。
結論：癌周囲には種々の程度の上皮異形成を伴うことで境界変化
率が低値になったと考えられる。上皮異形成は肉眼では領域の把
握が困難であるが、光学機器では上皮異形成を含めた描出能に優
れ、切除マージンの設定にも応用できる可能性が示唆された。
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P17-4
口腔蛍光観察装置と画像解析ソフトを応用した口腔粘膜疾
患の診断方法

◯大野 啓介1）、小坂井 絢子1）、前山 恵里1）、山本 信治1）、
大金 覚1,3）、高野 正行1）、片倉 朗2）、高野 伸夫1,3）、
柴原 孝彦1,3）

1）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、
2）東京歯科大学口腔病態外科学講座、3）東京歯科大学口腔がんセンター

【目的】口腔粘膜にはさまざまな粘膜疾患が発生し、早期がんとの
鑑別が難しい場合も少なくない。口腔粘膜疾患の新たな診断法と
して、光学技術による口腔粘膜の微細な潜在的特性を非侵襲的に
診断する方法が期待されている。そこで今回、口腔蛍光観察装置

（イルミスキャン）を使用し、口腔粘膜に照射した時の病変部位を
観察。客観的な評価を行うために画像解析ソフトを応用した輝度
計測および解析を行ったので報告する。【材料および方法】東京歯
科大学水道橋病院口腔外科を受診し、扁平上皮癌と口腔粘膜疾患

（口腔扁平苔癬、上皮異形成）を対象とし、比較を行った。健常部
位から発生する緑色の蛍光パターンを基準に、病変部位の蛍光ロ
スを記録し、解析ソフトで境界変化率の計測と FVL から X 軸お
よび Y 軸から算出し解析を行った。【結果】扁平上皮癌と粘膜疾
患において有意に差が認められ、この 2 つの解析を行った感度は
93.2％、特異度は84.2％であった。【考察】輝度計測の数値化と境
界変化率を測定することにより、口腔扁平上皮癌と口腔粘膜疾患
の診断が容易になり、口腔がんスクリーニング検査の一助を担う
可能性が示唆された。

P17-5
マイクロ流体チップによる CTC の検出

◯松村 吉晃、久米 健一、別府 真広、中村 康大、杉浦 剛
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科  顎顔面機能再建学講座   
顎顔面疾患制御学分野

【目的】進行したがん細胞は血液やリンパ液の流れに乗って循環
し、離れた臓器にまで転移をおこす。このような血中循環腫瘍細
胞（Circulating Tumor Cell：CTC）は原発病巣の細胞と性質が
違い、それを解析することは癌転移のメカニズムを知るうえで重
要である。従来の CTC の検出は磁気ビーズを用いたものが主流
であったが、現在それに代わる方法が多数、開発・報告されてい
る。マイクロ流体チップは磁気ビーズによる方法とは異なり、大
規模な装置を必要とせず低コストで使用することができる。また、
回収された細胞への影響も少なく EMT を起こしている細胞も検
出することができる。今回われわれは、サイズソートで細胞を分
離する独自のマイクロ流体チップを用いた口腔癌 CTC の回収を
試みた。【方法】培養した癌細胞株を健常人血液にスパイク後、血
液をチップに流し、細胞の回収率を算出した。次に、GFP 遺伝子
が導入された腺様嚢胞癌の高転移性株をマウスの尾静脈に注射し、
そのマウスから採取した血液をチップに流して CTC の回収を試
みた。【結果】 癌細胞株を高い回収率にて捕捉することができ、マ
ウス血液中の腫瘍細胞も検出することができた。【結論】高感度、
低コストの方法で口腔癌 CTC を捉えることができた。

P17-6
当科における口腔腫瘍診療への3D プリンターの活用

◯井上 和繁1）、平山 真敏2）、吉田 遼司2）、廣末 晃之2）、
川原 健太2）、高橋 望2）、有田 英生2）、中山 秀樹2）

1）熊本大学　医学部附属病院　歯科口腔外科、
2）熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科分野

【背景・目的】近年の技術進歩に伴い、CT データから3D プリン
ターを用いて実物大立体模型（3D 模型）を作製することが可能と
なった。当科でも口腔顎顔面領域の様々な疾患に対して、3D 模型
を診断や手術シミュレーションに活用している。今回われわれは、
3D 模型を活用した口腔腫瘍の診療実態を明らかにすることを目的
に、当科で3D 模型を作製して治療を行った口腔腫瘍患者について
臨床的検討を行った。また、その代表症例を供覧する。【対象・期
間】当科にて平成27年4 月1 日から平成30年3 月31日の 3 年間に、
3D 模型を活用して治療を行った口腔腫瘍症例73例を対象とした。

【結果及び供覧症例】症例別では、口腔扁平上皮癌や肉腫などの悪
性腫瘍が45例、エナメル上皮腫などの良性腫瘍が 9 例、腫瘍切除
後の腸骨移植やインプラント埋入など顎骨再建症例が19例であっ
た。利用目的としては、腫瘍の切除範囲の検討を行った手術シミュ
レーションが30例、下顎骨区域切除術後の再建用金属プレートの
術前屈曲が38例、その他が5例であった。症例供覧：22歳、男性、
臨床診断；左側下顎 Ewing 肉腫、3D 模型利用目的；腫瘍の進展
範囲及び術式の確認と下顎骨半側切除後の再建用金属プレートの
術前屈曲【結論】3D 模型を活用することで術式の決定や手術方法
の工夫、手術時間の短縮につながると考えた。今後、口腔腫瘍治
療における3D 模型の更なる活用が期待される。

P18-1
口蓋に発生した明細胞癌 NOS の1例

◯小野里 祐佑1,3）、生田 稔1）、小川 高史2）、坂本 啓4）、
原田 浩之3）

1）さいたま赤十字病院　口腔外科、2）さいたま赤十字病院　病理診断科、
3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野、
4）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野

明細胞癌 NOS は悪性唾液腺腫瘍の2.4% と頻度は低く , 他の腫瘍
型の特徴を示さない悪性腫瘍と定義される稀な癌種である . 良性
腫瘍の臨床診断にて切除を行った結果 , 明細胞癌 NOS と診断され ,
追加切除を行った1例を経験したため報告する . 

【症例】患者は38歳女性 . 右側上顎口蓋部の腫脹を主訴に当科を受
診した . 右側口蓋部に1cm 大の境界明瞭な腫瘤を認めた . 周囲歯槽
骨の吸収像は認めなかった . 臨床診断 : 右側口蓋腫瘍 

【治療および経過】局所麻酔下に腫瘍切除術を施行した . 病理組織
検査では , 類円形を有する異型細胞の索状増殖を認めた .S-100蛋白

（-）, SMA（-）, CKAE1/AE3（+）であった . 細胞質内にはジアスター
ゼ消化性の PAS 染色陽性顆粒を認めたため , 明細胞癌 NOS の診
断を得た . 転移リンパ節は認めず , 多臓器にも転移を認めなかっ
た . 断端近接のため全身麻酔下での追加切除方針となった .8mm の
安全域を設定し , 粘膜 , 骨を追加切除した . 追加切除部に腫瘍細胞
は認めなかった . 現在再発所見は認めず , 経過観察中である . 

【考察】明細胞は , 上皮 - 筋上皮癌 , 粘表皮癌 , 腺房細胞癌など多く
の腫瘍で認められるため明細胞の存在のみで明細胞癌 NOS とそ
の他の腫瘍を鑑別することは不可能である . 自験例では筋上皮マー
カー , 上皮性マーカーやジアスターゼ消化性の PAS 染色陽性顆粒
の有無から明細胞癌 NOS の診断に至った . 比較的悪性度は低いと
考えられているが , 転移 , 再発例もあることから今後も厳重な経過
観察が必要であると考えられる .
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P18-2
上顎歯肉に生じた原発巣が低分化癌で頸部リンパ節転移巣
が悪性黒色腫であった一例

◯三谷 泉、長谷川 巧実、榎本 由依、松井 大輝、南川 勉、
古森 孝英
神戸大学大学院医学研究科外科系講座　口腔外科学分野

【緒言】原発巣と転移巣は通常、病理組織学的に同じである。今回
われわれは、上顎歯肉に生じた原発巣が低分化癌で頸部リンパ節
転移巣が悪性黒色腫であった一例を経験したので報告する。 

【症例】患者は57歳男性、約3か月前より右上顎歯肉の疼痛を自覚
し経過観察されていたが症状改善せず、当科紹介となった。右側
上顎3-5 相当部歯肉に外向性の腫瘤と周囲に潰瘍を認めた。同部
を組織生検し、低分化癌の診断を得た。また、右側頸部 Level IB
領域に転移を疑うリンパ節を認めた。 

【処置及び経過】2017年11月、右上顎骨部分切除術、右拡大肩甲舌
骨筋上郭清術を施行した。病理組織結果は、原発は低分化癌であっ
た。免疫染色ではCAM5.2、AE1/3で陽性、P40、S-100、HMB45、
Melan A、SOX-10、BRAF V600E で陰性であった。また、頸部
リンパ節は悪性黒色腫との診断であった。2 つの異なる細胞から
なり、細胞質にメラニンを含有するものが散見され、免疫染色で
は S-100、Melan A、HMB45、SOX-10が陽性である悪性黒色腫と
思われるものと低分化癌と思われるものが混在していた。他臓器
からの悪性黒色腫の転移の可能性を指摘され、皮膚を含めた全身
検索を行ったが、明らかな病変は認めなかった。現在術後1 年経
過しているが、再発転移なく経過良好である。

P18-3
舌に発生した骨髄肉腫の1例

◯小川 千晴1）、大山 定男1）、家崎 憲博1）、宗像 花楠子1）、
長谷川 稔洋1）、奥原 優美1）、比島 恒和2）

1）都立駒込病院　歯科口腔外科、2）都立駒込病院　病理科

骨髄肉腫（Myeloid sarcoma; MS）は骨髄芽球が骨髄外で増殖し
腫瘤を形成する疾患であり、WHO では急性骨髄性白血病関連腫
瘍に分類され急性骨髄性白血病や骨髄増殖性疾患に関連して発症
することが多く予後不良な疾患である。好発部位は皮膚、リンパ
節、骨、消化管であり口腔内に発生することは稀である。今回我々
は舌に発生した MS を経験したので報告する。患者は70歳、男性。
2016年3 月に血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫（AITL）の診断下
に他院にて化学療法および末梢血幹細胞移植を行った。その後再
発が認められたが肺炎を合併し化学療法の継続が困難となり2017
年4 月に当院腫瘍内科を受診した。全身状態不良のため緩和的治
療を行っていたが、同年5 月、舌に難治性の口内炎が発現し当科
紹介初診となった。右舌背部に20×10ｍｍ大の潰瘍を形成してお
り生検を行ったところ MS の診断を得た。MS に対しては通常、急
性骨髄性白血病に準じた化学療法が行われることが推奨されてい
るが全身状態が悪く施行困難であった。7 月中旬に消化管穿孔お
よび腹膜炎を発症し、その後 DIC となり 7 月22日に永眠された。
病理解剖を行ったところ、舌と消化管（胃、回腸～結腸）に潰瘍
形成があり、回腸には穿孔がみられた。消化管の潰瘍部は舌と同
様の MS の浸潤像を認め、消化管穿孔の原因と考えられた。

P18-4
頸部に巨大な腫瘤形成をきたした原発不明扁平上皮癌の1
例

◯篠崎 勝美、轟 圭太、日野 聖彗、緒方 絹子、中村 守厳、
楠川 仁悟
久留米大学 医学部　歯科口腔医療センター

今回われわれは，頸部に急激に増大し巨大な腫瘤形成をきたした
原発不明扁平上皮癌の1例を経験したので報告する．症例；52歳，
男性．主訴；左側顎下部の腫脹．現病歴；2017年9 月ごろから左
側顎下部の腫脹を自覚，次第に増大したため近歯科受診，2018年
2 月精査加療目的に当科紹介受診．現症；左側顎下部に弾性やや
硬，周囲組織との可動性に乏しい表面正常皮膚に被覆された鶏卵
大の腫瘤形成を認めた．口腔内に明らかな異常所見認めず．画像
所見； PET-CT にて左側顎下部のみに強い集積を認めたが，CT，
MRI では顎下腺との関連は認めなかった．他臓器に有意な集積は
認めなかった．処置および経過；針生検にて SCC との診断を得た
ため，左側顎下部原発不明扁平上皮癌リンパ節転移の診断下に 3
月術前化学療法として TPF 療法施行したが，その間腫瘤はさら
に増大を認め，小児頭大となった．4 月全身麻酔下に左側全頸部
郭清術（左側顎下部腫瘍，左側下顎骨合併切除術），左側胸鎖乳突
筋皮弁による再建術施行．術後高容量 CDDP 併用放射線治療を施
行した．しかし，5月下旬に左中深頸領域に再発を認め，Cmab に
変更し放射線治療を継続した．7月放射線治療総量71Gy 終了し治
療効果判定 SD であった．その後 S -1による外来化学療法を施行
しているが頸部の腫瘤は増大をきたしている．

P18-5
下顎歯肉扁平上皮癌と甲状腺乳頭癌の重複癌の1例

◯黒川 聡司1,2）、高嶌 森彦1,2）、森 宏樹1）、横尾 嘉宣1）、
今井 裕一郎1,2）、桐田 忠昭2）

1）洛和会音羽病院　京都口腔健康センター　口腔外科、
2）奈良県立医科大学　口腔外科学講座

われわれは，下顎歯肉癌に対して施行した頸部郭清術の摘出標本
に甲状腺乳頭癌由来のリンパ節転移を認めた症例を経験したので
報告する．患者は49歳，男性．2017年4 月中旬より右側下顎歯肉
の疼痛を認め，某病院口腔外科を受診．生検施行された結果，右
側下顎歯肉扁平上皮癌であった．当科での加療をすすめられ，5
月上旬に同院より紹介来院された．各種検査の結果，右側下顎歯
肉癌（T4aN1M0）と診断した．また，当科にて撮影した CT にて
甲状腺右葉に石灰化を伴う3cm 大の結節を認めたため，当院耳鼻
咽喉科へ対診した．穿刺吸引細胞診が施行され，悪性所見は認め
なかったため，甲状腺に対しては経過観察とし，右側下顎歯肉癌
に対して機能的頸部郭清術，下顎区域切除術，血管柄付き腓骨皮
弁による顎骨再建を施行した．病理組織診断の結果，頸部郭清術
の摘出標本に扁平上皮癌由来のリンパ節転移は認めなかったが，
甲状腺乳頭癌由来の転移リンパ節を中内深頸リンパ節に 1 個，外
深頸リンパ節に 2 個認めた．当院耳鼻咽喉科との協議の結果，甲
状腺右葉峡切除及び中央区域郭清術を追加施行された．病理組織
診断結果は甲状腺乳頭癌であった．術後1年3か月経過し，右側下
顎歯肉癌，甲状腺乳頭癌ともに再発転移は認めず，経過は良好で
ある．甲状腺乳頭癌は予後が良いとはいえ，腫瘍死，リンパ節転
移および遠隔転移をきたす可能性があるため，耳鼻咽喉科医との
綿密な連携が必要である．
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P18-6
顎下リンパ節の腫脹を契機に診断に至った血管免疫芽球性
Ｔ細胞リンパ腫の1例

◯松宮 由香、岸本 聡子、金崎 朋彦
大阪府済生会千里病院　歯科口腔外科

【緒言】血管免疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫（angioimmunoblastic 
T-cell lymphoma　以下 AITL）は末梢性 T 細胞腫瘍の亜型であ
る。非ホジキンリンパ腫の約2% とまれで、進行が早く、診断時
には進行期であることが多い。5 年生存率は36% と予後不良であ
り、標準的治療は確立されていない。頭頸部領域の症状のみから
診断に至った報告は渉猟し得た限り 1 例と極めてまれである。今
回われわれは、顎下リンパ節の腫脹を契機に診断に至った AITL
の1例を経験したので報告する。【症例】患者は74歳の女性で、2014
年8月に急速な右側顎下部の腫脹の増大を主訴に当科を受診した。
初診時、栄養状態は良好で明らかな B 症状は認めなかった。MRI
にて両側顎下リンパ節の多発性の腫脹を認めた。また、PET-CT
にて全身のリンパ節の異常集積を認めた。血液内科紹介の上、悪
性リンパ腫の臨床診断のもと顎下部から生検を行い、病理組織検
査より AITL の診断を得た。患者と家族は CHOP 療法、Hyper-
CAVD 療法を拒否したため、抗 CCR4抗体による治療を行ったが
奏効せず、緩和治療に移行し、死の転帰をとった。【結語】悪性リ
ンパ腫は度々遭遇する疾患ではあるが、適切な診断にはさまざま
な検査を要し、難渋する場合もある。AITL などの希少な分類の
リンパ腫も念頭に各分野と連携を取り、速やかに適切な診断を行
うことが望まれる。

P18-7
口蓋部に発生した明細胞癌の1例

◯秋森 俊行、宮脇 昭彦、志渡澤 和佳、大矢 亮一
産業医科大学病院　歯科口腔外科

明細胞癌は唾液腺に発生する悪性腫瘍で比較的まれな腫瘍であり、
予後は比較的良好といわれている。今回、われわれは口蓋に発生
した明細胞癌の 1 例を経験したのでその概要を報告する。症例：
67歳、男性。主訴：右口蓋部の腫脹。現病歴：初診1年7ヵ月前に
右口蓋部に無痛性の腫瘤を自覚した。初診時4 ヵ月前に義歯不適
合で近在歯科を受診した際に、口蓋部の腫瘤を指摘され、当科へ
紹介された。現症：右口蓋に20×15mm の中央に潰瘍を伴う粘膜
下腫瘤を認めた。生検にて明細胞癌の診断を得たため、全身麻酔
下で上顎部分切除術、頬脂肪体移植を行った。術後7 日目に急性
上顎洞炎となり、頬脂肪体移植部よりドレナージを行った。術後
は移植部の上皮化を認めたが、ドレナージした部分が7mm の瘻孔
となり、義歯での閉鎖が困難で経口摂取に障害があった。術後1
年6ヵ月に舌弁にて瘻孔を閉鎖した。現在、術後2年9ヵ月経過し
たが、再発、転移は認められず、摂食も問題なくできており、経
過良好である。

P19-1
反応性リンパ様過形成を伴った上顎歯肉癌の1例

◯中原 航大朗、小川 将、山口 高広、高久 裕紀、栗原 淳、
横尾 聡
群馬大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

【緒言】リンパ様過形成は年齢や性別に関係なく発生し，組織像が
悪性リンパ腫に類似する反応性の疾患である．口腔内に生じるこ
とは極めて稀であり，口腔癌に伴い発生した症例の報告はない．
今回われわれは，上顎歯肉癌に反応性リンパ様過形成を伴う症例
を経験したので報告する．【症例】患者は81歳，女性．右側上顎歯
肉の腫脹を主訴に当科へ紹介受診となった．初診時，右側上顎歯
肉に大きさ15×17mm の有茎性腫瘤と腫瘤前方に顆粒状白斑が認
められた．生検の病理診断は，腫瘤部は中分化型扁平上皮癌，顆
粒状白斑部は lymphoid tissue hyperplasia（リンパ様過形成）で
あった．反応性リンパ様過形成を伴う右側上顎歯肉癌（cT3N0M0）
の診断で上顎部分切除術および腹部からの全層植皮術を施行した．
現在，術後1年9か月経過しているが再発は認められない．【病理
組織診断】中分化型扁平上皮癌，INF-a．腫瘍前方の白斑に胚中
心を伴った豊富なリンパ球浸潤が認められた．免疫染色では，濾
胞内に CD20マーカー陽性 B 細胞性リンパ球が優位に認められ，
胚中心では MIB-1染色陽性，BCL-2染色陰性であった．【結語】口
腔癌に伴い反応性リンパ様過形成が認められた極めてまれな 1 例
を経験した．リンパ様過形成はウイルス感染，細菌感染，慢性炎
症，免疫性疾患に反応性に生じると考えられているが，口腔癌も
原因疾患の一つとして考慮する必要があると考えられた .

P19-2
舌・口底癌進展例における下顎骨処理法の一考察

◯高久 裕紀、小川 将、清水 崇寛、牧口 貴哉、横尾 聡
群馬大学 大学院 医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

緒言：舌・口底癌進展例においては，下顎骨に対する処理が必要
となる場合が多い．下顎骨処理法の決定には骨癒着，骨浸潤の有
無に加え，放射線治療による放射線性壊死発症リスクの考慮も必
要である．下顎骨に癒着した舌・口底癌進展例の下顎骨処理法は
骨膜下切除，下顎辺縁切除，または下顎区域切除が一般的である
が，定型的な治療法は確立されておらず施設によりさまざまであ
る．われわれは，舌・口底癌の下顎骨癒着症例に対し安全域とし
て coronal mandibulectomy（以下 CME） を適応することで良好
な結果が得られているので治療成績と術式を報告する．対象：2012
年1月から2017年12月までの6年間に，群馬大学医学部附属病院歯
科口腔・顎顔面外科を受診し，舌・口底癌に対して CME を施行
した9例と骨膜下切除を施行した4例を対象とした．方法：それぞ
れの症例について局所再発の有無，病理組織学的所見，予後，整
容面の評価などについて検討した．結果：CME を施行した2例に
病理組織学的骨膜浸潤が認められたが，局所再発は認められなかっ
た．しかし，骨膜下切除を施行した 1 例に病理組織学的骨膜浸潤
が認められ，術後6 か月で再発が認められた．結語：臨床的に下
顎骨への癒着が認められ，画像的に皮質骨への圧迫性骨吸収が認
められる症例に対しての CME による下顎骨皮質骨切除は，安全
域確保のための選択肢の一つになり得ると考えられた．
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P19-3
舌背部に生じた扁平上皮癌の1例

◯栗橋 龍志、久保田 耕世、今 敬生、中川 祥、成田 紀彦、
伊藤 良平、小林 恒
弘前大学医学部付属病院　歯科口腔外科

【緒言】舌扁平上皮癌は、舌側縁、舌下面に生じることが多く、舌
背に生じることは比較的稀である。今回われわれは、舌背に生じ
た舌扁平上皮癌を経験したので文献的考察を加え、その概要を報
告する。【患者】患者は75歳　男性。2018年3月に舌背部に小さな
腫瘤を自覚。近医歯科医院を受診したところ、当科での精査を勧
められ、同年6月当科紹介初診となった。既住歴：十二指腸潰瘍、
高血圧症、狭心症。喫煙歴：あり（10本×50年）【現症】左側舌背
部に8×7mm の有茎性であり表面平滑な暗赤色を呈する腫瘍を認
めた。腫瘍は弾性軟であり、自発痛、接触痛はなく硬結も認めな
かった。【臨床診断】舌良性腫瘍（線維腫の疑い）【処置及び経過】
上記臨床診断の下、局所麻酔下に摘除生検施行したところ、扁平
上皮癌の病理組織的診断を得た。X 線 CT、MRI、PET-CT を用
いた画像診断では、頸部リンパ節転移、遠隔転移は認めなかった。
病理診断の結果より、安全域を設けた追加切除が必要と判断し、
7 月中旬に全身麻酔下に、瘢痕組織に安全域を付与して舌部分切
除術を施行した。現在、経過観察を行っているが、再発所見等な
く経過良好である。【まとめ】舌背部には癌の発生は少なく、また
今回経験した舌癌は視診、触診上悪性腫瘍を思わせない小さな腫
瘍であったため良性腫瘍を想定した摘出術を行った。初診時の所
見から悪性を考慮した摘除生検は困難であり、その後の追加切除
により治療は適切であったと考える。

P19-4
若年女性の舌に発生した予後不良であった腺様扁平上皮癌
の1例

◯谷口 奈緒美、土井 理恵子、渡辺 聡、藤井 信行、田村 隆行、
小谷 勇
鳥取大学　医学部　付属病院　口腔顎顔面病態外科学

腺様扁平上皮癌（ASCC）は，腺腔状の構造を示す胞巣の認め
られる扁平上皮癌の亜型の 1 つであり，口腔内に発生した本邦で
の症例は半数が予後不良と報告されている．今回われわれは，若
年女性の左側舌に発生した ASCC の1例を経験したので，概要を
報告する．患者は35歳女性，左側舌の疼痛と腫脹を主訴に当科を
紹介受診した．左側舌縁部に前後径2mm，潰瘍と硬結を伴い接触
痛を有する腫瘤を認めた．生検の結果は SCC であった．MRI，
FDG-PET にて頸部所属リンパ節や遠隔転移はみられず，左側舌
部分切除術を施行した．摘出標本の病理診断は棘融解型の ASCC
であった．術後8か月時に左側鎖骨上窩にリンパ節転移を認めた．
手術範囲が鎖骨下領域に至る可能性があり頭頸部外科へ紹介，左
側頸部郭清術と術後 CCRT（CDDP100mg/m2×3回 , RT60Gy）が
施行された．しかし加療4 か月後に右側肺と左側大腿骨に転移を
認め，当院腫瘍内科，整形外科へ紹介となった．腫瘍内科にて化
学療法（wPTX, Nivo）と大腿骨の RT 等が行われたが制御には至
らず，術後1年5か月には両側頸部・気管周囲のリンパ節，右側副
腎，右側上腕骨・胸椎・腰椎・仙骨などに多発転移を認め , 術後
1年7か月に腫瘍死の転帰をとった．　免疫組織学的検討では，腫
瘍細胞は E-cadherin が減弱し，CK19は陰性，また vimentin の発
現増強がみられた．上皮－間葉移行が活性化により ASCC は SCC
に比較し，より悪性度が高い可能性があると考えられた．

P19-5
外頸静脈上を鎖骨上神経が交差する解剖学的変異と思われ
る1例

◯宮田 幸長1）、馬杉 亮彦1）、江口 貴紀1）、金井 郁代1）、
川口 浩司2）、濱田 良樹2）

1）東芝林間病院　歯科口腔外科、
2）鶴見大学　歯学部　口腔顎顔面外科学講座

【緒言】手術を施行するにあたって頭蓋領域の解剖を熟知すること
は必須である。重要な脈管ならびに神経の走行に解剖学的な変異
を認めることもあり、 術後に重篤な運動障害や知覚障害を来した
との報告もある。今回、われわれは外頸静脈上に鎖骨上神経が交
差する解剖学的な変異と思われる症例を経験したので報告する。

【症例】52歳の女性。主訴：左側舌縁の痛み。現病歴：約2か月前
から疼痛を自覚し、近在歯科医院を受診した。ステロイド軟膏を
処方されたが改善しないため、2018年2 月上旬に当科を紹介受診
となった。現症：左側舌縁部に20mm ×15mm の潰瘍性病変で周
囲には硬結がみられた。【臨床診断】左側舌癌（T2N1M0）【処置
および経過】2018年3月上旬から術前化学療法としてTS-1（80mg/
day）を2週間内服した後に、3月下旬に全身麻酔下に左側舌部分
切除術ならびに左側機能的全頸部郭清術を施行した。胸鎖乳突筋
切断時に外頸静脈上を交差する直径約3mm の神経を確認した。そ
の際は腕神経叢の分枝と考え、外頸静脈を結紮切断し神経は温存
した。原発巣については舌部分切除後に人工製剤を貼布し手術終
了とした。【考察】術中は腕神経叢の分枝と疑っていたが、神経の
走行ならびに文献を確認し、鎖骨上神経の解剖学的変異症例と考
えた。神経系や脈管系の発生段階における変異の可能性が高く、
外頸静脈上を交差する例はまれと報告されており、執刀時は解剖
学的変異に留意する事が必要と考える。

P19-6
インプラント周囲に発生した原発性顎骨中心性扁平上皮癌
が疑われた1例

◯古賀 喬充、大場 誠悟、川崎 貴子、三浦 桂一郎、
野田 さわこ、原 昌士、朝比奈 泉
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　顎口腔再生外科学分野

原発性顎骨中心性扁平上皮癌は、顎骨内に生じ、初期には口腔粘
膜と連続性がなく歯原性上皮遺残から発生したと推定され、かつ
他臓器からの転移ではない扁平上皮癌と定義されている。今回、
インプラント埋入後7 年経過した部位に顎骨中心性と考えられる
扁平上皮癌が発生した症例を経験したので報告する。患者は79歳
の女性、歯肉の異常を主訴に当科を紹介受診した。初診時、下顎
右側小臼歯部舌側歯肉に5×8mm の白色病変を認め、骨膜上で切
除生検を行ったところ高分化型扁平上皮癌の病理診断が得られた。
切除断端は陰性であり顎骨への浸潤は認めなかった。また初診時
から65┐部インプラントに動揺を認めたため、紹介医の依頼によ
りインプラント除去術を行ったが、インプラント除去部の治癒不
全のため生検を行ったところ高分化型扁平上皮癌の診断が得られ、
CT 所見では右側下顎骨体部に虫食い状の骨吸収像が認められた。
臨床診断を右側顎骨中心性癌（cT4aN1M0）として、全身麻酔下
に下顎骨区域切除術を施行し、再建用プレートと遊離腹直筋皮弁
で再建した。術後9 か月経過時、労作時呼吸困難が出現し画像検
査で肺転移が疑われたが全身状態を考慮し根治治療は行わない方
針となった。術後11か月、呼吸状態が悪化し逝去された。切除標
本からは口腔粘膜上皮と扁平上皮癌の連続が認められ、病理学的
に顎骨中心性癌の診断には至らなかったが、臨床経過からインプ
ラント周囲骨より発生したもとの考えられた。

192 第 37 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

一 

般 

演 

題 

（
ポ
ス
タ
ー
）

一 

般 

演 

題 

（
ポ
ス
タ
ー
）



P19-7
舌背部に発生した扁平上皮癌の2例

◯眞鍋 佳菜子1）、山田 朋弘1）、上妻 亜也子1）、石井 広太郎1）、
今利 一寿1）、熊丸 渉1）、矢内 雄太1）、清島 保2）、森 悦秀1）

1）九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　口腔顎顔面外科学 
分野、 
2）九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座　口腔病理学分野

【緒言】舌に発生する扁平上皮癌は舌縁部あるいは舌下面に好発
し、舌背部に生じることはまれである。今回われわれは、舌背部
に生じた扁平上皮癌の 2 例を経験したので報告する。【症例】（症
例1）40歳男性。右側舌背部に 7 ×6mm、弾性やや硬の白色丘疹
状腫瘤を認めた。周囲に硬結や潰瘍形成はなく線維性過形成を疑
い局所麻酔下に切除術を施行した。病理組織診断は扁平上皮癌で
あったため、瘢痕周囲の追加切除を行った。病理組織検査では断
端陰性であったため経過観察とした。術後3 年5 か月経過した現
在、再発転移なく経過良好である。（症例2）51歳男性。右側舌背
部に 5 ×6mm の範囲で舌乳頭の萎縮による陥凹を認め、その後
方には舌乳頭の消失した粘膜発赤部を認めた。前方の陥凹部を中
心に部分生検を行ったところ CIS の診断となり、全身麻酔下に腫
瘍切除術を施行した。前方の瘢痕周囲には10mm の安全域を設け、
後方の粘膜発赤部も含めて切除を行った。術中迅速検査で前方部
に CIS の残存を認めたため追加切除を行い、縫縮にて手術を終了
した。術後2 年8 か月経過した現在、再発転移なく経過良好であ
る。【結語】舌癌の中でも舌背の扁平上皮癌は報告が少なく、舌乳
頭や舌苔の介在により典型像を示さないため、臨床診断に苦慮す
ることが多い。舌背に発生した扁平上皮癌の 2 例について、若干
の文献的考察を加え報告する。

P20-1
肺転移をきたした耳下腺原発上皮筋上皮癌の一例

◯竹内 照美1,2）、草深 公秀2）

1）静岡県立静岡がんセンター 歯科口腔外科、
2）静岡県立静岡がんセンター病理診断科

【背景】上皮筋上皮癌（epithelial-myoepithelial carcinoma: EMC）
はまれな唾液腺悪性腫瘍で、全唾液腺腫瘍の 1% 程度に過ぎず、
遠隔転移は極めて少ないとされている。今回、耳下腺に生じた上
皮筋上皮癌が術後肺転移をきたした一例を経験したので報告する。

【症例】患者は65歳・女性、主訴は右耳下部の腫瘤。20XX 年5月
に他院で FNA を施行され、Class2「多形腺腫の疑い」。加療目的
で当院頭頸部外科へ紹介・受診。MRI T2強調画像にて右耳下腺
深葉に約40mm 大の腫瘍を認めた。同年6 月右耳下腺深葉切除を
施行。リンパ節転移なし。術後5年で、左肺 S4, S10に結節影を認
め、肺楔状切除が施行された。更にその 2 年後にも、左肺下葉に
結節を認め、部分切除が施行された。原発巣の手術から10年以上
経過するが、再発や新たな転移は認めていない。【病理】真の腺管
を構成する内層細胞と明調の外層細胞の 2 層性構造を認め、免疫
染色でも前者は CK7や EMA が陽性で、 後者は calponin, p63, 
vimentin が陽性であった為、EMC と診断した。Ki-67標識率は＜
14% であった。転移巣でも明るい胞体を持つ腫瘍細胞が索状・管
状に増殖しており、2 回とも耳下腺 EMC の転移と考えられた。

【考察】EMC は通常、低悪性度であるが、時に高悪性度の症例が
あるので、慎重なフォローアップが必要である。

P20-2
口腔扁平上皮癌の肺転移に対する治療法と予後に関する臨
床的検討

◯大金 覚1）、河地 誉1）、齊藤 寛一1,2）、井坂 栄作2）、
岩崎 敬大3）、関川 翔一3）、高野 正行1,3）、野村 武史1,2）、
片倉 朗1,4）、柴原 孝彦1,3）、高野 伸夫1）

1）東京歯科大学口腔がんセンター、
2）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、
4）東京歯科大学口腔病態外科学講座

緒言：近年、口腔癌に対する治療法は著しく進歩し、その治療成
績は著しく向上している。その一方であらゆる治療法をつくして
も良い治療効果が得られない症例も多く存在する。特に遠隔転移
をきたした症例では、制御不能症例が多い。今回われわれは、し
ばしば遭遇する口腔扁平上皮癌の肺転移症例に注目し、臨床的検
討を行ったので報告する。対象・方法：2006年から2017年にかけ
て東京歯科大学口腔がんセンターで手術を施行した症例で、肺転
移 を 生 じ た39症 例 に 対 し、 治 療 法 や 予 後 な ど に つ い て
retorospective に検討を行った。 結果：肺転移に対しての治療は、
手術療法が6例、CDDP+5-FU+C-mab による化学療法が4例、そ
の他29例であった。また、ニボルマブを 2 例に施行した。手術療
法の6例中2例は無病生存しており、CDDP+5-FU+C-mab による
化学療法の4例中1例は CR の効果が得られた。考察：治療法の選
択として、外科療法および放射線療法は条件を満たせば有効であ
るが、多発性のものや局所制御ができていないものに対して適応
はない。化学療法においては、生存期間に関しては多少期待でき
るが、腫瘍を制御することは困難な状況である。しかし、分子標
的薬であるセツキシマブやニボルマブの頭頸部領域への適応拡大
により、生存期間の延長や抗腫瘍効果が期待でき、肺転移に対す
る治療方針も変化していくものと考えられる。

P20-3
下顎歯肉への転移を契機に発見された肺原発多形癌の1例

◯古田 功彦1）、冨永 和宏2）

1）社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院　歯科口腔外科、
2）九州歯科大学　口腔機能学講座　顎顔面外科学分野

【緒言】顎口腔領域に転移した悪性腫瘍は口腔悪性腫瘍の約1.6％ 
と少なく，とくに軟組織への転移はまれである．今回，左下顎歯
肉の腫瘤をきっかけに，肺原発の多形癌が発見された 1 例を経験
したのでその概要を報告する．【症例】患者：74歳　男性　主訴：
左側下顎臼歯部の歯肉出血． 　既往歴：特記事項なし． 　現病
歴：2018年1 月ごろより左下顎歯肉の腫脹と出血を自覚し増大し
てきたため近歯科を受診し，2/27当科へ紹介受診となった．現
症：口腔内所見；左側下顎7，8間の頬側歯肉に半球形で弾性軟，
易出血性の腫瘤を認めた．画像所見；X 線写真で左側下顎7，8間
には垂直性の骨吸収を認めた．臨床診断；左下7，8間エプーリス
または左側下顎歯肉腫瘍の疑い．処置および経過；まずエプーリ
スなどの辺縁性歯周炎由来の疾患と考え，補綴物を除去し抗菌薬
を投与したが，病変の縮小は得られなかった．出血が持続するた
め切除生検を行ったところ，病理組織学的検査では多形癌（転移
性）の疑いと診断された．その後の PET-CT 検査にて左肺尖部に
3cm 大の不整形腫瘤が認められ原発巣と診断された．肺多形癌は
予後不良で急速な進行が予想されるため， 3/19より放射線・化学
療法を開始した．左肺病変に対しては60Gy ，口腔内病変に対し
てはサイバーナイフ40Gy の照射と化学療法を行った．腫瘍は縮小
し，現在も化学療法継続中である．
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P20-4
急速な頸部リンパ節転移と肺転移を来した舌扁平上皮癌の
治療経験

◯杉浦 圭1,2）、岡本 喜之1）、矢島 康治1,2）、石川 好美1）

1）藤沢市民病院　歯科口腔外科、
2）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

症例：77歳・男性．2017年6 月25日，藤沢市口腔がん検診にて舌
の左側縁の潰瘍病変を指摘され，精査目的に同年7月7日当科を受
診した．精査の結果，左舌癌（cT1N0M0）の診断となり，7月28
日に舌腫瘍切除術を施行した．切除範囲は44×30mm で病理組織
学的診断は扁平上皮癌であり腫瘍径は15×10mm（pT1），腫瘍の
厚みは2.5mm で切除断端は陰性であった（ly1，v0，n0，YK-3 -
4c）．術後6ヵ月目までの造影 CT 及び血液検査では再発や転移を
疑う所見は認めなかった．しかし，術後7-8 か月目の血液検査で
SCC 抗原の急激な上昇を認めたため PET-CT を施行したところ，
左頸部に最大径35mm の転移を疑う複数のリンパ節と右肺門部に
長径55mm の腫瘍性病変を認めた．また，肺野にも転移を疑う病
変を認めたため呼吸器内科にコンサルトし，肺門部病変に対して
超音波気管支鏡ガイド下針生検を施行したところ扁平上皮癌の診
断を得た．病理組織学的には原発性肺癌とは確定できず，病理診
断科と放射線治療科とのカンファレンスの結果，頸部，肺門部，
肺野と全ての病変が舌癌の転移病変との診断となった．治療は2018
年5月24日に全頸部郭清術を施行し，6月26日より FP 療法併用の
化学放射線療法を施行した（頸部54Gy・肺門部60Gy）．現在も化
学療法を継続中である．口腔がん検診で発見された初期がんにも
かかわらず，術後7 か月で急速な転移病変が出現した症例の治療
を経験したので報告する．

P20-5
稀な遠隔転移をきたした下顎歯肉癌の1例

◯加藤 智弘1）、今井 琴子1）、吉田 雅康1）、小泉 雄1,2）

1）国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院　口腔外科、
2）がん研究会有明病院　頭頸科

【諸言】口腔癌の遠隔転移は肺転移が最も多くついで骨、皮膚、肝
臓などの順で起こると報告されており、鼠蹊リンパ節への遠隔転
移は稀である。今回我々は、左側下顎歯肉癌の術後に、反対側の
鼠蹊リンパ節へ転移した症例を経験したので概要を報告する。【症
例】患者：63歳男性　既往歴：アルコール依存症　現病歴：2016
年8月当科紹介初診。当科受診約3か月前から下顎左側部の　腫脹
を自覚するも放置し、精査、加療を勧められ当科紹介となった。
経過：下顎歯槽部歯肉に35mm 大の腫瘤を認め、生検にて扁平上
皮癌の診断を得た。左側下顎歯肉癌（T3N0M0）の診断のもと、
2016年8 月に下顎区域切除術、左側頸部郭清術を施行した。術後
に追加治療として ACTS-HNC に準じて TS-1 を12クール施行し
た。術後1年2か月が経過した2019年10月に右側頸部リンパ節への
後発転移を認めた為、同年12月に右側頸部郭清術を施行した。そ
の後、右側の下肢のみに著明な浮腫が出現した。CT にて精査し
たところ、右側鼠蹊リンパ節の腫大を認めたため、PET-CT にて
全身検索を行ったが、頭頸部領域には集積を認めず、右側鼠蹊部
に著明な集積を認めた。外科に併診し、生検を依頼した。結果は
扁平上皮癌であり、他部位に原発腫瘍を疑う所見を認めなかった
ことから、下顎歯肉癌の鼠蹊リンパ節転移の診断となった。他科
とも相談し TPF 療法を施行したところ奏功し、PR の評価を得た。
現在継続治療中である。詳細について報告する。

P20-6
脳・頭蓋底転移をきたした臼後部癌の1例

◯岡村 武志1）、八木原 一博1）、炭野 淳1）、石井 純一1）、
桂野 美貴1）、柴田 真里1）、原口 美穂子1）、石川 文隆2）、
柳下 寿郎2）

1）埼玉県立がんセンター口腔外科、2）埼玉県立がんセンター病理診断科

【緒言】一次治療後の口腔癌遠隔転移率は5-10％で肺転移が多く、
脳転移は比較的まれである。今回われわれは、脳・頭蓋底転移を
きたした臼後部癌の1例を経験したので、報告する。【症例】74歳、
女性【診断】左臼後部扁平上皮癌 cT2N0M0（UICC 分類、第7版）

【処置および経過】2016年4月に左臼後部腫瘍切除術・左下顎骨辺
縁切除術・左顎下部郭清術、6 月に左後発頸部リンパ節転移の診
断にて左全頸部郭清術、ならびに術後化学放射線療法を施行した。
2017年7月（治療後10ヶ月）、PET/CT にて肺転移の診断を得、右
肺下葉区域切除術を施行した。さらに10月に縦隔リンパ節、11月
に左後頭葉に転移を確認し、それぞれ放射線外部照射を施行した。
12月（治療後1 年3 ヶ月）脳転移の照射終了直後から複視が出現
し、脳 MRI にて右蝶形骨洞から海綿静脈洞・視神経交叉に至る転
移を認めた。その後、症状緩和治療を継続しながら頭蓋底転移巣
への姑息的放射線治療を検討していたが、2018年2 月、縦隔転移
の増悪により永眠された。【結語】解剖学的に上顎歯肉・硬口蓋よ
りも離れた臼後部原発腫瘍からの頭蓋底進展の報告は非常に少な
い。今回の症例では、脳・頭蓋底への転移機序は血行性と考えら
れた。また、頭蓋底進展の初発症状は本症例の如く、複視などの
眼症状が重要である。

P20-7
術後14年目に上顎歯肉転移で再発した腎細胞癌の1例

◯土橋 恵、小林 淳一、中井 裕美、清水 翔太、岡本 準也、
金子 剛、笹谷 聖、荻 和弘、出張 裕也、宮崎 晃亘
札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座

【緒言】腎細胞癌は血行性に高頻度に遠隔転移する悪性腫瘍である
が、転移好発部位は肺、骨、肝臓などが主な転移臓器とされ、口
腔領域への転移は稀である。【症例と経過】患者は72歳男性。1ヶ
月程前より左側上顎側切歯相当部歯肉に5mm 大の腫瘤を自覚。近
医歯科で左側上顎側切歯抜歯後に急激な腫瘤増大を認めたため、
紹介により当科初診となった。14年前に腎細胞癌（Stage1）に対
して右腎摘術後の既往があり、泌尿器科で定期通院を行っていた。
初診時、左側上顎歯肉の腫瘤により口唇閉鎖不全をきたしており、
左側上顎側切歯相当部に65x40 mm 大の有茎性、肉芽様の腫瘤を
認めていた。CT、MRI で腫瘤に接する上顎洞底間の骨破壊を認
め、左側鼻腔・上顎洞内に突出していた。PET-CT で腫瘍部の
FDG 集積（SUVmax14.2）を認めた。上顎歯肉悪性腫瘍の臨床診
断のもと局所麻酔下に生検術を行い、Spindle Cell Carcinoma が
疑われたため、全身麻酔下に上顎骨部分切除術を施行した。病理
組織診断は腎細胞癌の転移再発（Spindle Cell Carcinoma）であっ
た。術後半年が経過するが、再発の兆候なく経過は良好である。

【結語】術後14年目に上顎歯肉転移で再発した腎細胞癌の1例を経
験したため報告する。
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P21-1
局所進行下顎歯肉扁平上皮癌 T4症例に対する逆行性超選
択的動注化学放射線療法の検討

◯小栗 千里、杉山 聡美、林 雄一郎、大橋 伸英、南山 周平、
北島 大朗、柴崎 麻衣子、馬場 隼一、大屋 貴志、
飯田 昌樹、岩井 俊憲、小泉 敏之、廣田 誠、來生 知、
光藤 健司
横浜市立大学　大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

【目的】局所進行下顎歯肉癌 T4症例に対し超選択的動注化学放射
線治療（以下 , 動注 CCRT）, 術前動注 CCRT, 手術単独症例を行
い，治療効果について検討したので報告する。【対象・方法】2006
年6 月から2014年9 月まで当科を受診した下顎悪性腫瘍154例中 , 
根治治療を施行した下顎歯肉扁平上皮癌 T4の37症例を対象とし
た。症例の T 分類は T4a;24例 , T4b;13例（StageIVA;24例 , IVB;13
例）であった。根治的動注 CCRT 群は 8例 , 術前動注 CCRT 群は
18例 , 手術単独群は11例であった。動注カテーテルは浅側頭動脈 , 
後頭動脈より逆行性に腫瘍栄養動脈（顎動脈 , 顔面動脈）に留置
し，根治的動注 CCRT（DOC: 10mg/m2/week, CDDP: 5mg/m2/
day, 60-70Gy）を施行した。また術前動注 CCRT 群は動注 CCRT

（DOC: 10mg/m2/week, CDDP: 5mg/m2/day, 20-50Gy）を行い，
根治術を行った。【結果】5 年局所制御率は根治的動注 CCRT
群 :68.6%, 術前動注 CCRT 群 ;94.4%, 手術単独群 ;100% であった。
また5年累積生存率（OS）は根治的動注 CCRT 群 :75.0 %, 術前動
注 CCRT 群 ; 66.6%, 手術単独群 ;81.8 % であった。全症例におけ
る OS は72.4 % であった。【結論】下顎歯肉癌 T4症例に対する動
注 CCRT は比較的良好な成績であった。

P21-2
口腔扁平上皮癌の Osteopontin 発現と放射線耐性に関す
る検討

◯中嶋 光、吉田 遼司、松岡 祐一郎、川原 健太、有田 英生、
坂田 純基、廣末 晃之、中山 秀樹
熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学分野

【背景・目的】化学放射線療法（CCRT）は口腔扁平上皮癌（OSCC）
を含めた頭頸部癌において重要な治療戦略の一つである。一方、
CCRT において腫瘍細胞が有する放射線抵抗性は治療効果に深く
関わると考えられるが、OSCC における放射線抵抗性の分子機構
については不明な点が多い。Osteopontin （OPN）は TAMs から
分泌されるタンパク質の一種であり、他癌腫においては治療抵抗
性や転移との相関が報告されている分子である。本研究ではOSCC
におけるがん微小環境中における OPN に着目し、放射線抵抗性
における OPN の役割を明らかにすることを目的とした。【方法】
OSCC 培養細胞株における OPN の発現解析および OSCC 臨床検
体における OPN の発現を免疫組織化学染色にて観察し、臨床病
理学的検討を行った。また OSCC 培養細胞株を用い、OPN 添加
による増殖活性の変化や放射線耐性について検討を行った。【結
果】OSCC 培養細胞株において OPN の発現を認め OSCC 組織に
おける OPN 発現は術前化学放射線療法の組織学的治療効果と相
関を認めたが、予後との有意な相関は認めなかった。OPN 添加を
行った各種実験で、放射線耐性能について OPN 添加を行うこと
で放射線照射後の生存率の上昇を認めた。【考察】以上の結果より
OSCC 組織における OPN 発現が術前化学放射線療法の治療効果
を予測し得る因子であることが示された。

P21-3
口腔扁平上皮癌におけるトシリズマブによる放射線感受性
効果の検討

◯有田 英生、吉田 遼司、松岡 祐一郎、山名 啓介、廣末 晃之、
川原 健太、坂田 純基、中嶋 光、川口 翔、郷原 俊輔、
永尾 優果、中山 秀樹
熊本大学大学院　生命科学研究部総合医科薬部門　感覚 ･ 運動医学講座　
歯科口腔外科分野

IL-6と受容体との結合を共同的に阻害し IL-6シグナリングを遮断
するトシリズマブが OSCC 培養細胞における放射線感受性に及ぼ
す影響を in vitro、では、Modified high density survival assay、
Clonogenic assay を用いてトシリズマブによる放射線感受性を検
討した。 in vivo では BALB/c-nude マウスを用いて、コントロー
ル群、トシリズマブ投与群に分け、トシリズマブ100μg/mL を48
時間毎に投与し、同時に4Gy/ 日の放射線を週5回×3週にかけて
行い、合計60Gy まで照射した。随時腫瘍の体積を算出し、その縮
小効果を解析、検討した。さらにその腫瘍検体を用いて、免疫組
織学的染色、リアルタイム RT-PCR をおこない、標的となる分子
の解析、検討を行った。【結果】トシリズマブによる IL-6 シグナ
リングの阻害は in vitro、in vivo において OSCC 細胞の放射線感
受性を増感させた。【考察】トシリズマブが OSCC において IL-6
の刺激のよる下流の Stat3、Nrf2抗酸化経路を通じて放射線感受
性を増感させる可能性が示唆された。【結論】前臨床モデルにおい
ても IL-6シグナリング阻害が放射線感受性を高める可能性が示唆
された。今後、ドラッグ・リポジショニングなどを通して放射線
抵抗性を示す OSCC 患者に対する新たな治療戦略へと繋がる可能
性があると考えられる。

P21-4
放射線耐性を獲得した口腔扁平上皮癌細胞の樹立と耐性機
序の解析

◯神田 修治1）、野口 一馬1）、高岡 一樹1）、森寺 邦康1）、
土井 啓至2）、北島 一宏3）、岸本 裕充1）

1）兵庫医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座、
2）近畿大学　医学部　放射線腫瘍部門、
3）兵庫医科大学　医学部　放射線医療センター　核医学・PET 診療部

【目的】根治的放射線治療は頭頸部扁平上皮癌（以下、HNSCC）
に対する標準治療の1つである。HNSCC の放射線照射後の再発腫
瘍は耐性を獲得していることが多く、再照射による治療は無効と
されてきた。しかし、この耐性機序が解明されれば、耐性を生じ
ないような照射方法や、再照射による治療が可能となるかもしれ
ない。本研究では、当科で樹立した放射線耐性細胞を用いて放射
線耐性と癌幹細胞との関係を検討する。さらに、ヌードマウスに
放射線耐性細胞を生着させた後に放射線を照射して腫瘍の増大の
程度を調べ、再照射による治療の可能性を探る。【方法】実験1：
放射線耐性細胞（ ヒト口腔扁平上皮癌細胞株 SAS、HSC3、
HSC3M に対して最大100Gy の放射線照射で耐性細胞を樹立）に
おける DNA 修復因子である ATM、および癌幹細胞のマーカー
である CD44、CD133の発現をウエスタンブロッティング（以下、
WB）で解析する。実験2：放射線耐性細胞と親株をヌードマウス
の背側皮下に注入し生着させる。腫瘍が約5mm 大になった時点で
放射線を2Gy 照射し、耐性細胞と親株における腫瘍増大の程度を
比較する。その後に生着した腫瘍を切除し ATM、CD44および
CD133の発現を免疫染色で確認する。【結果】WB で SAS の放射
線耐性細胞における ATM の発現が低く、放射線の耐性機序に関
与していると考えられた。

The 37th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 195

一 

般 

演 

題 

（
ポ
ス
タ
ー
）

一 

般 

演 

題 

（
ポ
ス
タ
ー
）



P21-5
口腔癌からの転移性脳腫瘍に対する定位的放射線治療

◯水松 真一郎
総合青山病院　サイバーナイフセンター

【緒言】口腔癌からの脳転移は極めて稀である．今回我々は口腔癌
からの脳転移に対して定位放射線治療を行った 3 例を経験した．

【症例1】59歳，女性．舌下腺癌（腺様嚢胞癌）．原発診断から13ヶ
月後，3 ヶ所の脳転移が認められた．治療体積0.07-1.25mL，辺縁
線量20-35Gy，分割回数1-5 回でサイバーナイフ治療（CKR）を
行った．脳転移治療から4.5ヶ月後，胸膜転移にて死亡した．【症
例2】70歳，男性．上顎悪性黒色腫．原発診断から34ヶ月後，2ヶ
所の脳転移が認められ，辺縁線量22Gy，単回照射でガンマナイフ
治療（GK）を実施．その後，新たな脳転移3ヶ所を認め，すべて
辺縁線量24Gy，単回照射でサイバーナイフ治療（CKR）を行っ
た．初回脳転移治療から10.3ヶ月後，肺炎にて死亡した．【症例3】
65歳，男性．顎下腺癌（扁平上皮癌）．原発診断から14ヶ月後，脳
転移が1ヶ所認められ，治療体積0.46mL，辺縁線量22Gy，単回照
射で CKR を行った．その後，2 ヶ所の病変が出現し，治療体積
6.3mL，辺縁線量27Gy，3回分割，および，治療体積0.2mL，辺縁
線量22Gy 追加 CKR を行った．脳転移治療から6.3ヶ月後，肺転移
にて死亡した．【結語】全例で局所制御および脳転移による臨床的
悪化は認めなかった．口腔癌からの脳転移に対しても GK や CKR
などの定位放射線治療は有用である．

P21-6
高齢者進行口腔癌に対する超選択的動注化学放射線療法に
よる治療経験

◯武田 幸彦1,3）、渡邉 紘士1,3）、大竹 一平1,3）、村山 和義3,4）、
佐藤 英明2）、二宮 一智2）、田中 彰3）、藤内 祝5）

1）新潟県立中央病院　歯科口腔外科、
2）日本歯科大学新潟病院 口腔外科、
3）日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座、4）済生会三条病院、
5）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

［緒言］近年高齢者人口の増加とともに高齢者の口腔癌患者も増加
してきている。高齢者口腔癌患者の治療では特に治療後の機能温
存を考慮して治療方針を検討する必要がある。今回高齢者進行癌
の治療に超選択的動注化学療法と放射線療法との連日同時併用治
療を行うことで治療後の機能温存と良好な治療結果が得られたの
で報告する。 ［症例の概要］対象は2012年1月から2018年4月まで
の期間に当科を受診した高齢者進行口腔癌一次症例のうち超選択
的動注化学放射線療法を行った10例である。年齢は75から90歳で、
男性6例で女性4例，部位は舌4例、上顎歯肉2例、頬粘膜2例、口
底2例であった。Stage は II5例、III3例、IV2例で、いずれも late 
T2以上もしくは深部への腫瘍浸潤が認められ広範な切除が必要と
考えられた症例であった。超選択的動注化学療法では抗癌剤とし
て DOC と CDDP を使用、9 例に加速過分割照射を施行し、1 例
には IMRT を施行した。［結果］ 10例全例とも予定治療を完遂し
CR が得られた。有害事象としては口内炎等の粘膜障害が全例に
認められたが経口摂取が全例可能であった。 ［結語］ 高齢者の治
療にあたっては身体機能の低下、予備能力の低下等を考慮した上
で治療後の機能温存が可能な治療法の選択が必要となる。今回行っ
た超選択的動注化学放射線療法は高齢者の進行口腔癌について有
効な治療方法となり得るものと考えられた。
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