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回 開催年月 開催地 大会長 所属
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第７回 1989 年 1 月 郡 山 市 高井　　宏 奥羽大学（東北歯科大学）
第８回 1990 年 1 月 浦 和 市 岡部　貞夫 埼玉県立がんセンター
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第17回 1999 年 1 月 東 京 都 道　　健一 昭和大学
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第20回 2002 年 1 月 岡 山 市 松村　智弘 岡山大学
第21回 2003 年 1 月 沖 縄 県 砂川　　元 琉球大学
第22回 2004 年 1 月 金 沢 市 山本　悦秀 金沢大学
第23回 2005 年 2 月 東 京 天笠　光雄 東京医科歯科大学
第24回 2006 年 1 月 北 九 州 市 池村　邦男 産業医科大学
第25回 2007 年 2 月 名 古 屋 市 下郷　和雄 愛知学院大学
第26回 2008 年 1 月 別 府 市 柳澤　繁孝 大分医科大学
第27回 2009 年 1 月 宇 都 宮 市 草間　幹夫 自治医科大学
第28回 2010 年 1 月 東 京 都 小村　　健 東京医科歯科大学
第29回 2011 年 1 月 熊 本 市 篠原　正徳 熊本大学
第30回 2012 年 1 月 さいたま市 出雲　俊之 埼玉県立がんセンター
第31回 2013 年 1 月 東 京 都 柴原　孝彦 東京歯科大学
第32回 2014 年 1 月 札 幌 市 山下　徹郎 恵佑会札幌病院
第33回 2015 年 1 月 奈 良 市 桐田　忠昭 奈良県立医科大学
第34回 2016 年 1 月 横 浜 市 藤内　　祝 横浜市立大学
第35回 2017 年 1 月 福 岡 市 中村　誠司 九州大学
第36回 2018 年 1 月 新 潟 市 林　　孝文 新潟大学
第37回 2019 年 1 月 長 崎 市 梅田　正博 長崎大学
第38回 2020 年 1 月 東 京 都 太田　嘉英 東海大学
第39回 2021 年 1 月 軽 井 沢 町 栗田　　浩 信州大学

日本口腔腫瘍学会年表
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ご　挨　拶

第38回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

大会長	 太田 嘉英

	 東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域　教授

 口腔がん治療を志す者、若手もベテランも、専門も職種も施設もグループも関係ありません。皆想い
は一緒、そして誰もが他の誰も持ち得ない得意分野を持っています。それを惜しみなく出し合い、恥じ
ることなく質問をしてみんなで共有できたら……、きっとまた一歩前に踏み出すことができるはず！
 そんな想いからテーマを『みんなに学ぶ、みんなで学ぶオーラルオンコロジー』とさせていただきま
した。この想いをどうにかして伝えたい、と思っていたところ埼玉医科大学国際医療センター形成外科
去川俊二先生が映画のような素晴らしいポスターに表現して下さいました。
 日本口腔腫瘍学会の最大の特長は口腔外科、歯科放射線科、口腔病理を専門とする会員が一同に会し
てのディスカッションができることです。最近では形成外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、腫瘍内科をは
じめとした医科の先生方の参加も増えて参りました。これらみんなの力を集約して臨床を、学問を深め
てゆけるように、若手に・地域医療に・留学者に・メディカルスタッフに、そしてみんなに学べる企画
を考えていたところ、皆様のご賛同をいただき、指定講演、シンポジウムなどの特別企画を併せ 300 を
上回る演題を頂戴いたしました。まさにポスターそのものの学会が実現できそうです。
 今回の大会では大会長賞として 3 演題以上ご応募いただいた施設を優秀施設賞として表彰し、筆頭演
者は会員懇親会に無料でご招待いたします。表彰式は会員懇親会の中で行いますが、表彰状は各施設の
一番若手の先生に代表としてお受け取りいただきたいと思います。当初懇親会場として銀行を舞台にし
た人気ドラマの最終回のロケ地として有名な学士会館 201 号室を予定しておりました。しかし収容人員
にやや制限があり、できるだけ多くの先生に参加していただきたいと考え会場を KKR ホテル東京に変
更しました。眼下に皇居を一望できる素晴らしいバンケットホールです。会場は変わっても懇親会のテ
ーマは『懇親会は倍返しだ！』美味しいものと楽しい企画を用意して、文字通り倍以上のお返しになる
よう準備を進めております。
 今、東京はオリンピックに向けてまっしぐら、日々リニューアルされています。元号が変わって最初
の学術集会、記念すべき 2020 年オリンピックイヤーに学術大会・総会を担当させていただき、生まれ
変わった東京で皆様と刺激的な時間を共有できますことは本当に嬉しく感謝申し上げます。口腔がん治
療の新しい夜明けにできれば……、学問も東京ライフも是非一緒に楽しみましょう。
 ぜひぜひよろしくお願いします。
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会場へのアクセス

一橋大学一橋講堂
〒101-8439　東京都千代田区一ツ橋2-1-2　学術総合センター内
東京メトロ半蔵門線/都営三田線/都営新宿線「神保町」駅（A8・A9出口）徒歩4分
東京メトロ東西線 「竹橋」駅（1b 出口）徒歩4分

学　士　会　館
〒101-8459　東京都千代田区神田錦町3-28
TEL.03-3292-5936（代表）
都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線「神保町」駅（A9出口）徒歩1分
東京メトロ東西線「竹橋」駅（3a出口）徒歩5分
JR中央線/総武線「御茶ノ水」駅（御茶ノ水橋口）徒歩15分
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各種会議のご案内

開催日 会議時間 会議名 会議室

1月22日（水）

11：00～12：30 口腔癌取扱い規約
検討委員会 一橋講堂２F　会議室203

12：30～13：30 共同研究委員会 Ａ会場

13：00～13：30 学術委員会（1回目） Ｂ会場

13：30～15：30 理事会 Ｂ会場

15：30～18：00 評議員会 Ａ会場

1月23日（木）

13：00～14：00 総会 Ａ会場

17：25～18：10 口腔がん登録説明会 Ｂ会場

18：05～18：35 日本歯科医学会会長講演 Ａ会場

1月24日（金） 12：10～13：00 学術委員会（2回目） 一橋講堂２F　会議室203
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一橋講堂
A会場

2F	一橋講堂
B会場

2F	中会議場3+4 	

2020年1月22日㊌　一橋講堂［理事会・評議員会・各種会議］
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2020年1月23日㊍　一橋講堂・学士会館
一橋講堂 学士会館

A会場
2F 一橋講堂

B会場
2F 中会議場3+4

C会場
2F 210

D会場
3F 320

ポスター会場
2F 中会議場1+2

企業展示・
休憩会場

1F 特別会議室101-103

一橋講堂
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18：30

19：00
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9：05〜11：05

シンポジウム1
「Precision Medicine

の現状と未来」

座長：鵜澤	成一
　　　本間	義崇
演者：	本間	義崇、本田	一文、

工藤	千恵、杉浦	剛、	
内堀	雅博

9：10〜10：00
口演1

「臨床統計1」
座長：伏見 千宙

1-B-1〜5

9：10〜10：00
口演5

「症例1（化学療法・放射線療法）」
座長：小林 恒

1-C-1〜5

9：10〜9：50

口演8「症例4（再建）」
座長：松井	千裕

1-D-1〜4

10：00〜10：50
口演2

「臨床統計2」
座長：柳本 惣市

1-B-6〜10

12：05〜12：55
学術セミナー1

「口腔癌治療の現在とこれから」
座長：太田	嘉英／演者：桐田	忠昭
共催：大鵬薬品工業株式会社

12：05〜12：55

学術セミナー2
「臓器横断的診療時代に

おけるがん薬物療法」

12：05〜12：55
学術セミナー3

「カスタムメイドチタンメッ
シュトレイと海綿骨骨髄細片
を用いた顎骨再建の有用性」

10：00〜10：50
口演6

「症例2（化学療法・放射線療法）」
座長：中山	秀樹

1-C-6〜10

10：00〜10：40

口演9「症例5（再建）」
座長：長谷川	和樹

1-D-5〜8

11：05〜12：05
教育講演

「環境化学物質と
口腔がん」
座長：太田	嘉英
演者：坂部	貢　

13：00〜14：00

総会

11：05〜11：55

メディカルスタッフ 
セッション1

座長：赤松	知美

18：05〜18：35

日本歯科医学会会長講演

14：05〜15：35
パネルディスカッション

「リハビリメイクから再建を
考える（未来の美）」

座長：元村	尚嗣、横尾	聡
コメンテーター：かづきれいこ
演者：	去川	俊二、牧口	貴哉、

元村	尚嗣、原岡	剛一、
勅使河原	大輔、道	泰之

13：00〜14：00

メディカルスタッフ 
セッション2

座長：北坂	美津子

15：35〜16：25
アフタヌーンセミナー1

「ポリグリコール酸シート＋
フィブリン糊スプレーによ
る口腔癌切除後軟組織欠損
の被覆／進化したMCFP法」

16：30〜17：20
口演3

「再建1」
座長：河奈	裕正

1-B-11〜15

17：20〜18：10
口演4「再建2」
座長：加持	秀明

1-B-16〜20

17：25〜18：10
口腔がん登録説明会
2018年登録データ報告会
演者：中村	誠司／長谷川	和樹

17：20〜18：10
口演12「臨床統計3」

座長：佐々木	朗
1-D-17〜21

16：30〜18：00

ポスター発表1

9：30〜11：30

ポスター貼付

11：30〜16：30

ポスター閲覧

9：00〜18：00
企業展示

16：30〜17：10
口演7 「症例3（唾液腺）」

座長：森	良之
1-C-11〜14

15：35〜16：25
アフタヌーンセミナー2

「周術期の栄養管理最新の考え方を学ぶ」
座長：太田	嘉英／演者：谷口	英喜
共催：	株式会社大塚製薬工場／	

イーエヌ大塚製薬株式会社

15：45〜17：05

ハンズオンセミナー
「神経再生誘導チューブを

用いた末梢神経再建術」
講師：上田	倫弘
　　　去川	俊二
共催：東洋紡株式会社

14：05〜15：25
公募シンポジウム1

「地域医療に学ぶ、口腔
がん検診の実情と展望」
座長：片倉	朗、平木	昭光
演者：	榊原	典幸、岡	和雄、	

石井	良昌、萩原	正明、
今井	裕一郎、河野	辰行

14：05〜14：45
口演10 「症例6（良性）」

座長：武田	幸彦
1-D-9〜12

14：45〜15：25
口演11 「症例7（良性）」

座長：荘司	洋文
1-D-13〜16

16：30〜18：00
シンポジウム2

「口腔がん医療の未来
へ向けたAIの活用〜医

歯工・産学の融合」
座長：平岡	慎一郎
　　　森	泰昌
演者：	平岡	慎一郎、有地	淑子、

喜友名	朝春、李	天鎬

9：00-9：05

開会式

会員懇親会
19：00〜20：30

KKR HOTEL TOKYO 大宴会場 瑞宝（10階）

「日本歯科医学会
の躍動的役割」
座長：桐田	忠昭
演者：住友	雅人

座長：青木	隆幸
演者：梅田	正博、安里	亮
共催：	帝人在宅医療株式会

社/グンゼメディカ
ルジャパン株式会社

座長：原田	浩之　　
演者：清田	尚臣　　
共催：MSD株式会社

座長：高橋	哲
演者：佐々木	朗
共催：オカダ医材株式会社
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2020年1月24日㊎　一橋講堂・学士会館
一橋講堂 学士会館

A会場
2F 一橋講堂

B会場
2F 中会議場3+4

C会場
2F 210

D会場
3F 320

ポスター会場
2F 中会議室1+2

企業展示・
休憩会場

1F 特別会議室101-103

一橋講堂

8：00

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

19：30

20：00

8：55〜11：05

公募シンポジウム2
「みんなに学ぶ  

みんなで学ぶ 
Grand Cancer Board」
座長：太田	嘉英、山城	正司
コメンテーター：中村	誠司、
寺尾	保信、森	泰昌、本間	義崇、
柿本	直也
演者：	丸瀬	靖之、小玉	直樹、

大澤	孝行、柳本	惣市、
高後	友之

9：00〜10：00

口演13
「高齢者」
座長：栗田	浩

2-B-1〜6

9：00〜10：00
公募シンポジウム3
国際シンポジウム

「留学生に学ぶ 真の国際化を目指して： 
口腔がんを取り巻く各国の最新事情」

9：00〜9：50
口演21

 「症例9（その他）」
座長：冨永	和宏

2-D-1〜5

10：00〜11：00

口演14
　「画像診断」
座長：林	孝文

2-B-7〜12

12：20〜13：10

学術セミナー4
「今日からできるオーラルケアから 

口腔カンジダ症治療まで」

12：20〜13：10
学術セミナー5

「遠隔転移頭頸部癌における治療戦略 
およびその支持療法について」

12：20〜13：10
学術セミナー6

「口腔粘膜炎の評価について再考する/ 
エピシル180例の使用経験」

10：00〜11：00

口演17
「化学療法・放射線療法」

座長：光藤	健司

2-C-1〜6

10：00〜10：50

口演22
　「症例10（その他）」

座長：楠川	仁悟
2-D-6〜10

11：10〜12：10
特別講演

「唾液腺癌の病理診断：
最近の進歩」
座長：長塚	仁　
演者：長尾	俊孝

13：25〜14：55
シンポジウム3

「高齢者における口腔
がん治療の適応 

：年齢、PSに続く 
指標は？」

座長：上田	倫弘、田村	和夫
演者：	青木	隆幸、山田	慎一、

高橋	昌宏

17：10〜17：30
閉会式・表彰式

15：05〜17：05

ビデオセッション

「関連手術に学ぶ」

座長：原田	浩之
　　　石田	勝大
演者：中郡	聡夫
　　　外木	守雄
　　　柿澤	幸成
　　　増淵	達夫
　　　矢野	智之

15：05〜17：05

シンポジウム4

「口腔表在癌の病理」

座長：長塚	仁　
　　　柳下	寿郎
演者：柳下	寿郎
　　　佐藤	徹　
　　　矢田	直美
　　　石川	文隆
　　　　佐藤	由紀子

13：15〜14：05
口演15
 「舌」

座長：梅田	正博
2-B-13〜17

14：05〜14：55
口演16
 「基礎」
座長：來生	知
2-B-18〜22

14：05〜14：45
口演19 「臨床統計5」

座長：山下	善弘
2-C-12〜15

15：05〜15：55
口演20

「症例8（その他）」
座長：渋谷	恭之

2-C-16〜20

14：05〜14：45
口演24 「症例12（血液疾患）」

座長：北川	善政
2-D-15〜18

13：15〜14：05
口演18

 「臨床統計4」
座長：赤澤	登

2-C-7〜11

13：15〜13：55

口演23 「症例11（血液疾患）」
座長：野口	一馬
2-D-11〜14

15：05〜15：45
口演25 「症例13（良性腫瘍）」

座長：榊原	典幸
2-D-19〜22

13：15〜14：45

ポスター発表2

14：45〜16：30

ポスター撤去

9：00〜13：15

ポスター閲覧

9：00〜16：30
企業展示

座長：高橋	哲、山下	佳雄
演者：森田	祥弘、來生	知、
後藤	満雄、五月女	さき子、
Siril	Yves	Junior

座長：桐田	忠昭
演者：山﨑	知子
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

座長：栗田	浩
演者：阪井	丘芳
共催：	富士フイルム富山	

化学株式会社

座長：山下	善弘
演者：青木	隆幸、石橋	美樹
共催：	Meiji	Seika	ファルマ

株式会社
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ポスター発表プログラム

1月23日（木）　16：30～

会場：一橋大学一橋講堂 2F　中会議場1+2

P1
1-1～1-6

基礎
座長：高木 律男

P1
2-1～2-4

基礎
座長：朝比奈 泉

P1
3-1～3-5

基礎
座長：内田 大亮

P1
4-1～4-5

基礎
座長：杉浦 剛

P1
5-1～5-5

基礎
座長：宮本 洋二

P1
6-1～6-5

症例報告
座長：富原 圭

P1
7-1～7-6

症例報告
座長：近津 大地

P1
8-1～8-5

症例報告
座長：堀江 彰久

P1
9-1～9-5

症例報告
座長：宮﨑 晃亘

P1
10-1～10-5

症例報告
座長：飯野 光喜

P1
11-1～11-5

症例報告
座長：内田 育宏

1月24日（金）　13：15～

会場：一橋大学一橋講堂 2F　中会議場1+2

P2
1-1～1-6

臨床研究
座長：大岩 伊知郎

P2
2-1～2-6

臨床研究
座長：八木原 一博

P2
3-1～3-6

臨床研究
座長：山川 延宏

P2
4-1～4-5

臨床研究
座長：大廣 洋一

P2
5-1～5-6

臨床研究
座長：川又 均

P2
6-1～6-5

臨床研究
座長：三浦 雅彦

P2
7-1～7-6

臨床研究
座長：大倉 正也

P2
8-1～8-6

症例報告
座長：三島 克章

P2
9-1～9-5

症例報告
座長：関谷 秀樹

P2
10-1～10-5

症例報告
座長：長谷川 巧実

P2
11-1～11-5

症例報告
座長：志茂 剛
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ポスター配置図
23日（木）ポスター発表

16：30〜17：00 P1-1 基　　礎
16：30〜16：55 P1-4 基　　礎
16：30〜16：55 P1-8 症例報告
16：30〜16：55 P1-11 症例報告
17：00〜17：20 P1-2 基　　礎
17：00〜17：25 P1-5 基　　礎
17：00〜17：30 P1-7 症例報告
17：00〜17：25 P1-9 症例報告
17：30〜17：55 P1-3 基　　礎
17：30〜17：55 P1-6 症例報告
17：30〜17：55 P1-10 症例報告

24日（金）ポスター発表
13：15〜13：45 P2-1 臨床研究
13：15〜13：40 P2-4 臨床研究
13：15〜13：40 P2-6 臨床研究
13：15〜13：40 P2-9 症例報告
13：45〜14：15 P2-2 臨床研究
13：45〜14：15 P2-5 臨床研究
13：45〜14：15 P2-8 症例報告
13：45〜14：10 P2-10 症例報告
14：15〜14：45 P2-3 臨床研究
14：15〜14：45 P2-7 臨床研究
14：15〜14：40 P2-11 症例報告

P1-1-1
P1-5-1

P1-1-6
P1-2-1

P1-5-5

P1-6-5

P1-6-1

P1-9-5
P1-10-1

P1-10-5
P1-11-1

P1-11-5

P1-9-1
P1-8-5

P2-1-6

P2-1-1
P2-3-1
P2-3-6
P2-4-1

P2-4-5
P2-5-1 P2-7-1

P2-6-5

P2-8-1
P2-8-6

P2-7-6

P2-5-6 P2-6-1P2-2-6

P2-2-1

P1-2-4
P1-3-1

P1-3-5
P1-4-1 P1-4-5 P1-7-1

P1-8-1

P2-10-1
P2-9-5

P2-11-1
P2-10-5

P2-11-5

P2-9-1

P1-7-6

1月23日（木）16：30-18：00

1月24日（金）13：15-14：45

【中会議場2】

【中会議場2】

【中会議場1】

【中会議場1】
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座長一覧

会　場 セッション名 時　間 座　　長

A会場

シンポジウム1   9：05〜11：05
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口腔外科学第二教室）

本間　義崇（国立がん研究センター中央病院　頭頸部内科）

教育講演 11：05〜12：05 太田　嘉英（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）

パネルディスカッション 14：05〜15：35
元村　尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学）

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）

シンポジウム2 16：30〜18：00
平岡慎一郎（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室）

森　　泰昌（国立がん研究センター中央病院　病理診断科）

日本歯科医学会会長講演 18：05〜18：35 桐田　忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

B会場

口演1   9：10〜10：00 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）

口演2 10：00〜10：50 柳本　惣市（長崎大学　生命医科学域　口腔腫瘍治療学分野）

メディカルスタッフセッション1 11：05〜11：55 赤松　知美（東海大学医学部付属病院　診療技術部　診療技術科）

メディカルスタッフセッション2 13：00〜14：00 北坂美津子（大阪国際がんセンタ—　看護部）

口演3 16：30〜17：20 河奈　裕正（神奈川歯科大学　顎・口腔インプラント科）

口演4 17：20〜18：10 加持　秀明（静岡県立こども病院　形成外科）

C会場

口演5 9：10〜10：00 小林　　恒（弘前大学大学院医学研究科　歯科口腔外科学講座）

口演6 10：00〜10：50 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講座）

公募シンポジウム1 14：05〜15：25
片倉　　朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）

平木　昭光（福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野）

口演7 16：30〜17：10 森　　良之（自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

D会場

口演8   9：10〜  9：50 松井　千裕（順天堂大学　形成外科）

口演9 10：00〜10：40 長谷川和樹（静岡市立静岡病院）

口演10 14：05〜14：45 武田　幸彦（新潟県立中央病院歯科口腔外科）

口演11 14：45〜15：25 荘司　洋文（日本歯科大学附属病院口腔外科）

口演12 17：20〜18：10 佐々木　朗（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）

ポスター
会　場

ポスター1-1 16：30〜17：00 高木　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）

ポスター1-2 17：00〜17：20 朝比奈　泉（長崎大学　生命医科学域　顎口腔再生外科学）

ポスター1-3 17：30〜17：55 内田　大亮（愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座）

ポスター1-4 16：30〜16：55 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）

ポスター1-5 17：00〜17：25 宮本　洋二（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部門臨床歯学系口腔外科学分野）

ポスター1-6 17：30〜17：55 富原　　圭（富山大学医学部歯科口腔外科学）

ポスター1-7 17：00〜17：30 近津　大地（東京医科大学口腔外科学分野）

ポスター1-8 16：30〜16：55 堀江　彰久（関東労災病院　歯科口腔外科）

ポスター1-9 17：00〜17：25 宮﨑　晃亘（札幌医科大学医学部口腔外科学講座）

ポスター1-10 17：30〜17：55 飯野　光喜（山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座）

ポスター1-11 16：30〜16：55 内田　育宏（日野市立病院口腔外科）

1月23日㊍



12 第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 13

座長一覧

会　場 セッション名 時　間 座　　長

A会場

公募シンポジウム2   8：55〜11：05
太田　嘉英（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）

山城　正司（NTT東日本関東病院　歯科口腔外科）

特別講演 11：10〜12：10 長塚　　仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）

シンポジウム3 13：25〜14：55
上田　倫弘（北海道がんセンター口腔腫瘍外科）

田村　和夫（福岡大学医学部総合医学研究センター）

ビデオセッション 15：05〜17：05
原田　浩之（東京医科歯科大学顎口腔外科学分野）

石田　勝大（東京慈恵会医科大学　形成外科）

B会場

口演13   9：00〜10：00 栗田　　浩（信州大学医学部歯科口腔外科学教室）

口演14 10：00〜11：00 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）

口演15 13：15〜14：05 梅田　正博（長崎大学 口腔腫瘍治療学）

口演16 14：05〜14：55 來生　　知（横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学）

シンポジウム4 15：05〜16：45
長塚　　仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）

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）

C会場

公募シンポジウム3
国際シンポジウム   9：00〜 10：00

高橋　　哲（東北大学大学院歯学研究科・歯学部口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野）

山下　佳雄（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）

口演17 10：00〜11：00 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）

口演18 13：15〜14：05 赤澤　　登（兵庫県立がんセンター口腔外科）

口演19 14：05〜14：45 山下　善弘（宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学分野）

口演20 15：05〜15：55 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）

D会場

口演21   9：00〜  9：50 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）

口演22 10：00〜10：50 楠川　仁悟（久留米大学）

口演23 13：15〜13：55 野口　一馬（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

口演24 14：05〜14：45 北川　善政（北海道大学　口腔診断内科）

口演25 15：05〜15：45 榊原　典幸（社会医療法人母恋　日鋼記念病院　歯科口腔外科）

ポスター
会　場

ポスター2-1 13：15〜13：45 大岩伊知郎（名古屋第一赤十字病院　歯科口腔外科）

ポスター2-2 13：45〜14：15 八木原一博（埼玉県立がんセンター　口腔外科）

ポスター2-3 14：15〜14：45 山川　延宏（奈良県立医科大学　口腔外科学講座）

ポスター2-4 13：15〜13：40 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）

ポスター2-5 13：45〜14：15 川又　　均（獨協医科大学医学部口腔外科学講座）

ポスター2-6 13：15〜13：40 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）

ポスター2-7 14：15〜14：45 大倉　正也（済生会松阪総合病院歯科口腔外科）

ポスター2-8 13：45〜14：15 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）

ポスター2-9 13：15〜13：40 関谷　秀樹（東邦大学医学部口腔外科）

ポスター2-10 13：45〜14：10 長谷川巧実（神戸大学医学部附属病院　歯科口腔外科）

ポスター2-11 14：15〜14：40 志茂　　剛（北海道医療大学歯学部　組織再建口腔外科学分野）

1月24日㊎　
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お知らせとお願い

●参加者の皆様へ●

（１）会　期
2020 年 1 月 22 日（水）  理事会、評議員会、各種委員会
2020 年 1 月 23 日（木）・24 日（金）  総会、学術大会
2020 年 1 月 25 日（土）  教育研修会

（２）会　場
【総会・学術大会】  一橋大学一橋講堂
          〒 101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 1-2 TEL：03-4212-3900
          学士会館
          〒 101-8459 東京都千代田区神田錦町 3-28   TEL：03-3292-5936

【教育研修会】    一橋大学一橋講堂 中会議場
          〒 101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 1-2 TEL：03-4212-3900

（３）参加受付
場　　所：一橋大学一橋講堂 1F ロビー
      学士会館 2F 210 前
時　　間：1 月 23 日（木）8：45 ～ 18：00
     1 月 24 日（金）8：45 ～ 16：00

【当日参加登録受付】
今大会では事前参加登録はございません。
参加登録書に記入していただき、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、留学生は身分が分かる物（ネームプレート、在学証明書、学生証等）をご

提示ください。
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（5）抄録集
参加登録時に一冊をお渡しいたします。
追加購入希望の方には、総合案内（一橋大学一橋講堂 1F ロビー）にて、2,000 円（消費税込）で販売
いたします。

（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：一橋大学一橋講堂 1F ロビー　口腔腫瘍学会事務局デスク

■日本歯科衛生士会第 5 次生涯研修制度
本学術大会は、日本歯科衛生士会第 5 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 23 日（木）19：00 ～ 20：30
場　　所：KKR HOTEL TOKYO 10 階 大宴会場 瑞宝
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 23 日（木）12：05 ～ 12：55 B-D 会場
1 月 24 日（金）12：20 ～ 13：10 B-D 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、開催日当日に一橋大学一橋講堂 1F ロビーにて 8：45 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。
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（10）クローク
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。
場　　所：一橋大学一橋講堂 1F ロビー または
     学士会館 1F エントランス（会場既設クロークをご利用ください）
時　　間：1 月 23 日（木）8：45 ～ 18：45
     1 月 24 日（金）8：45 ～ 17：45

（11）企業・書籍展示・ドリンクサービス
企業展示・ドリンクサービス：一橋大学一橋講堂 1F 特別会議室 101-103
書籍展示         ：一橋大学一橋講堂 1F 特別会議室 101-103、2F ホワイエ

（1２）喫煙、携帯電話のご利用について
所定の喫煙所をご利用ください。
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）駐車場
会場の駐車場は台数が限られているため、本大会参加者のご利用はお控えいただけますようお願いいたし
ます。
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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 年前からは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「座長・演者の皆様へ」

（http://www.c-linkage.co.jp/jsoo38/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 分前までに一橋講堂 2F ポスター会場（中会議場 1 ＋ 2）前  

「ポスター座長受付」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
　　⑴　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
パネルディスカッション 個別に連絡したとおりです
ビデオセッション 個別に連絡したとおりです
公募シンポジウム 個別に連絡したとおりです
一般口演 発表 7 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
メディカルスタッフセッション 発表 7 分、質疑 3 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。
※口演時間の経過は口演終了時間１分前に予告ランプ、口演終了時に赤ランプが点灯します。

　　⑵　発表方法について
• 発表は、Power Point 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。
 動画のある方は 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。
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【PC 受付】 場所：一橋大学一橋講堂　2F　ホワイエ
 　　　学士会館　3F　320 前
 時間：1 月 23 日（木）8：45 ～ 18：00
    1 月 24 日（金）8：45 ～ 15：30

※ 演者は発表時間の 60 分前までに、PC 受付にて試写を行い、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。初日朝一番のプログラムは直接会場にデータ
をお持込ください。

 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＞
• 事務局でご用意する PC は Windows です。アプリケーションは PowerPoint2010 ～ 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。

• 画面については 16：9、4：3 のどちらでも対応可能です。
• 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、大会終了後に事務局にて責任をもって消

去いたします。
• セッションの進行および演台スペースの関係上、「発表者ツール」は使用できません。発表原稿が必要な

方は予めプリントアウトをお持ちください。

　　＜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。
• 会場で用意する接続コネクターの形状については D-sub ミニ 15pin もしくは HDMI となります。PC 本

体の外部出力モニター端子の形状を必ず確認し、必要な場合は専用の接続端子をご持参ください。
• 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。
• 画面については 16：9、4：3 のどちらでも対応可能です。
• 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。
• セッションの進行および演台スペースの関係上、「発表者ツール」は使用できません。発表原稿が必要な

方は予めプリントアウトをお持ちください。

４．ポスター演者の方へ
　　⑴　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。

MiniD-sub15 ピン
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【ポスター発表時間】1 月 23 日（木）16：30 ～ 18：00
          1 月 24 日（金）13：15 ～ 14：45

　　⑵　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 24 日（金） 14：00 以降に総合受付前に掲示しますので、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。

　　⑶　ポスター作成
•「発表ポスター」、「演題名・演者名・所属」をご準備ください。
 パネルサイズ縦 210㎝×横 90㎝。本文スペースは最大 190㎝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。
• 演題番号（縦 20㎝×横 20㎝）は事務局で用意いたします。
• 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。

【発表：1 月 23 日（木）】
貼付：1 月 23 日（木） 9：30 ～ 11：30
撤去：1 月 24 日（金）14：45 ～ 16：30

【発表：1 月 24 日（金）】
貼付：1 月 23 日（木） 9：30 ～ 11：30
撤去：1 月 24 日（金）14：45 ～ 16：30

※ 貼付用のポスターピンは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、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 版にまとめた資料を 50 部ずつご用
意ください。

  •  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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演題名、発表者氏名、所属の表示は
所定枠（横70㎝、縦20㎝）内に入る
ように各自用意してください。
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第９回教育研修会のご案内
開催概要

日 時：2020 年 1 月 25 日（土）9：50 ～ 15：10
会 場：一橋講堂 2F 中会議場
参加費：5,000 円（テキスト代含む）
定 員：250 名
 ※事前参加登録で残席がある場合、当日参加受付を 1 月 23 日（木）8：45 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 25 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。
修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
9：50 － 10：00 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）

10：00 － 10：50 「安全で迅速な頸部郭清術のコツ」
演者：塚原 清彰 先生（東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）
座長：横尾 聡 先生（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）

11：00 － 11：50 「円滑な研究活動のための知財の基礎知識」
演者：田上 麻衣子 先生（専修大学法学部）
座長：山下 善弘 先生（宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学分野）

12：00 － 13：00 「頭頸部がん薬物療法の現状と展望 ～エビデンス構築の実践を含めて～」＜昼食：ランチョンセミナー＞
演者：髙橋 俊二 先生（がん研究会有明病院 総合腫瘍科）
座長：栗田 浩 先生（信州大学医学部 歯科口腔外科学講座）

13：10 － 14：00 「口腔のリンパ腫、最近の話題 ─ EBV-positive mucocutaneous ulcer ─」
演者：中村 直哉 先生（東海大学医学部基盤診療学系病理診断学）
座長：中山 秀樹 先生（熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学分野）

14：10 － 15：00 「口腔がんに対するがん薬物療法の実際と副作用対策」
演者：白杉 由香里 先生（東海大学医学部内科学系血液腫瘍内科学）
座長：渋谷 恭之 先生（名古屋市立大学大学院医学系研究科口腔外科学分野）

15：00 ～ 15：10 閉会の辞
太田 嘉英 先生（第 38 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

特別講演　1月24日㊎　11：10〜12：10� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：長塚 仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）

SL 唾液腺癌の病理診断：最近の進歩
○長尾�俊孝

東京医科大学人体病理学分野

教育講演　1月23日㊍　11：05〜12：05� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系 口腔外科学領域）

EL 環境化学物質と口腔がん
○坂部�貢

東海大学　副学長（医系担当）・同　医学部長

日本歯科医学会会長講演　1月23日㊍　18：05〜18：35� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学 口腔外科学講座）

 日本歯科医学会の躍動的役割
○住友�雅人

日本歯科医学会会長

パネルディスカッション　1月23日㊍　14：05〜15：35� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

     座長：元村 尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学）
        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）
コメンテーター：かづき れいこ（有限会社かづきれいこ�フェイシャルセラピスト/日本医科大学形成外科学教室�非常勤講師）

［ リハビリメイクから再建を考える（未来の美） ］

PD-1 口腔再建後の外科修正：形を治す
去川�俊二 1）、榎木�祐一郎 2）、勅使河原�大輔 3）、景山�大輔 1）、浅野�悠 1）、菅澤�正 2）、中塚�貴志 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

PD-2 口唇・口唇周囲広範欠損に対する再建〜われわれはどこまで再建するべきか？〜
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

PD-3 頭頸部悪性腫瘍におけるOncoplastic surgery
元村�尚嗣
大阪市立大学大学院医学研究科　形成外科学

PD-4 頭頸部再建術後タッチアップとしての美容外科手技の導入は、機能としての整容を向上させる
原岡�剛一
神戸大学医学部附属病院　美容外科

PD-5 顎義歯を用いた顔貌回復
勅使河原�大輔
明海大学　歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野
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PD-6 口腔がん治療における整容面の問題について
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

シンポジウム1　1月23日㊍　9：05〜11：05� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：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口腔外科学第二教室）
 本間 義崇（国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科）             

［ Precision Medicineの現状と未来 ］

S1-1 頭頸部がんに対する薬物療法の開発と日常診療における現状
○本間�義崇

国立がん研究センター中央病院　頭頸部内科

S1-2 がんの転移活性を評価し再発ハイリスク群を予測するバイオマーカーの臨床開発
○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

S1-3 免疫チェックポイントに依存しないオンコイムノ・ドライバー分子を標的とする新たながん免疫 
 療法の可能性

○工藤�千恵
国立がん研究センター研究所　免疫創薬部門

S1-4 患者時間軸を重視した非侵襲口腔癌精密診断とリアルタイムモニタリング
○杉浦�剛

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

S1-5 口腔扁平上皮癌におけるLiquid biopsyへの期待
○内堀�雅博 1）、大澤�侑子 1）、田中�正史 3）、木村�穣 2）

1）東海大学　医学部　口腔外科、
2）東海大学総合医学研究所、
3）東海大学　医学部

シンポジウム2　1月23日㊍ 16：30〜18：00� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：平岡 慎一郎（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室）
 　　　森 泰昌（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）　　 

［ 口腔がん医療の未来へ向けたAIの活用～医歯工・産学の融合～ ］

S2-1 臨床診断 〜口腔粘膜疾患診断支援AIの研究開発〜
○平岡�慎一郎 1）、川村�晃平 1）、鵜澤�成一 2）、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）大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室

S2-2 放射線画像診断　〜口腔がんの画像診断支援の可能性〜
○有地�淑子�

愛知学院大学　歯学部　歯科放射線学講座

S2-3 病理診断　〜AI による病理画像解析の現状と課題〜
○喜友名�朝春

日本電気株式会社 デジタルヘルスケア事業開発室

S2-4 次世代歯科系臨床家育成へ向けたAI教育とスーパーコンピュータとの連携
○李�天鎬

大阪大学サイバーメディアセンター　先進高性能計算機　システムアーキテクチャ共同研究部門
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シンポジウム3　1月24日㊎　13：25〜14：55� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：上田 倫弘（北海道がんセンター口腔腫瘍外科）  
 田村 和夫（福岡大学医学部総合医学研究センター）

［ 高齢者における口腔がん治療の適：年齢、PSに続く指標は？ ］

S3-1 QOLから考えた高齢者口腔がん治療
○青木�隆幸

東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域

S3-2 高齢口腔癌患者の健康余命の延伸を目的とした高齢者機能評価の臨床的検討
○山田�慎一、栗田�浩

信州大学医学部歯科口腔外科学教室

S3-3 高齢頭頸部癌患者の薬物療法
○高橋�昌宏

東北大学　加齢医学研究所　臨床腫瘍学分野／東北大学病院　腫瘍内科

シンポジウム4　1月24日㊎　15：05〜16：45� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

� 座長：長塚 仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）　
 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）

［ 口腔表在癌の病理 ］

S4-1 口腔表在癌の病理
○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

S4-2 口腔表在癌─口腔外科医の立場から─
○佐藤�徹�

鶴見大学歯学部口腔内科学（口腔外科学第二）講座

S4-3 口腔細胞診の現状
○矢田�直美、松尾�拡

九州歯科大学　健康増進学講座　口腔病態病理学分野

S4-4 口腔表在癌・上皮性異形成の診断における免疫染色の有用性と限界、今後の課題
○石川�文隆

埼玉県立がんセンター 病理診断科

S4-5 頭頸部表在癌（中・下咽頭）の定義の口腔病変への適用は可能か？
○�佐藤�由紀子 1,2）、河内�洋 1,2）、中野�薫 1）、伊東�優 1）、山村�晃司 3）、森田�琢磨 3）、鳥居�淳一 3）、�
福田�幸太 3）、市川�千恭 3）、小泉�雄 3）、神山�亮介 3）、瀬戸�陽 3）、新橋�渉 3）、佐々木�徹 3）、福島�啓文 3）、�
米川�博之 3）、三谷�浩樹 3）、川端�一嘉 3）、山本�智理子 1,2）、竹内�賢吾 1,2,4）

1）がん研究会　有明病院　病理部、2）がん研究会　がん研究所　病理部、
3）がん研究会　有明病院　頭頸科、4）がん研究会　がん研究所　分子標的病理プロジェクト

ビデオセッション　1月24日㊎　15：05〜17：05� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：原田 浩之（東京医科歯科大学顎口腔外科学分野）
 石田 勝大（東京慈恵会医科大学 形成外科）  

［ 関連手術に学ぶ ］

VS-1 肝癌・膵癌に対するR0切除率を向上させるための工夫
○中郡�聡夫

東海大学　医学部　消化器外科
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VS-2  上顎切除に応用できる外科的矯正手術の基礎知識─上顎に用いられるLe Fort型手術の概要と 
注意点─
○外木�守雄

日本大学歯学部口腔外科学講座

VS-3 側頭開頭　卵円孔近傍の解剖、および止血法
○柿澤�幸成�

諏訪赤十字病院　脳神経外科

VS-4 喉頭全摘出術
○増淵�達夫、伏見�千宙、田中�惇平、山崎�森里生

国際医療福祉大学三田病院

VS-5 “皮弁の質”を重視する再建術
○矢野�智之、辛川�領

がん研有明病院　形成外科

公募シンポジウム1　1月23日㊍　14：05〜15：25� C会場　学士会館　2F 210

� 座長：片倉 朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）　         
 平木 昭光（福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野）

［ 地域医療に学ぶ、口腔がん検診の実情と展望 ］

KS1-1 北海道西胆振地域における口腔がん検診の現状

○榊原�典幸 1,�2）、堅田�裕 2,�3）、水野�貴行 1）、加藤�卓己 1）

1）日鋼記念病院　歯科口腔外科、2）一般社団法人　室蘭歯科医師会、3）かただ歯科医院

KS1-2 東京都港区における口腔がん検診の今日までの歩み
○岡�和雄 1,�2）、山根�源之 3）、太田�嘉英 4）

1）芝クリニック歯科口腔外科、2）（公社）東京都港区芝歯科医師会、3）東京歯科大学、
4）東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域

KS1-3 神奈川県　海老名市歯科医師会における口腔がん検診
○石井�良昌 1,�2）、波田野�典子 2）、盛田�健司 2）、原田�浩之 3）

1）（一社）海老名市歯科医師会、2）海老名総合病院　歯科・歯科口腔外科、3）東京医科歯科大学　顎口腔外科分野

KS1-4  郡市区歯科医師会における口腔がん検診　─成人歯科健康診査オプションとしての個別検診を 
準備して─
○萩原�正明、増井�峰夫、大草�信人、杉山�元一

一般社団法人　平塚歯科医師会

KS1-5 洛和会音羽病院における口腔がん検診について
○�今井�裕一郎 1,�2,�3）、高嶌�森彦 1,�3）、黒川�聡司 1,�3）、森�宏樹 1）、横江�義彦 1）、仲村�秀明 1,�3）、高�碩環 1）、�
小笹�香奈 1）、杉江�良啓 2）、上田�順宏 3）、柳生�貴裕 3）、山川�延宏 3）、桐田�忠昭 3）

1）洛和会音羽病院　口腔外科、2）京都府歯科医師会、3）奈良県立医科大学　口腔外科学講座

KS1-6 大分県における地域と連携した口腔がん早期発見システムの取り組み
○河野�辰行、河野�憲司

大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座

プ
ロ
グ
ラ
ム



24 第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 25

公募シンポジウム2　1月24日㊎　8：55〜11：05� A会場　一橋講堂　2F 一橋講堂

� 座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系 口腔外科学領域）             
 山城 正司（NTT東日本関東病院 歯科口腔外科） �               
� コメンテーター：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）
 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）         
 森 泰昌（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）　            
 本間 義崇（国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科）            
 柿本 直也（広島大学大学院医系科学研究科歯科放射線学研究室）         

［ みんなに学ぶ みんなで学ぶ　Grand Cancer Board ］

KS2-1 下顎骨軟骨芽細胞型骨肉腫の治療経験
○�丸瀬�靖之 1）、川野�真太郎 1）、森岡�政彦 1）、坂本�瑞樹 1）、木部�琴乃 1）、坂本�泰基 1）、森山�雅文 1）、�
清島�保 2）、中村�誠司 1）

1）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、
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

KS2-2 下顎に生じ診断や治療に苦慮した肉腫の一例
○�小玉�直樹 1）、永田�昌毅 1）、池田�順行 1）、小山�貴寛 1）、勝見�祐二 1）、新垣�元基 1）、齋藤�夕子 1）、�
山崎�学 2）、田沼�順一 2）、西山�秀昌 3）、林�孝文 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　口腔病理学分野、
3）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野

KS2-3 口蓋部悪性黒色腫に対するニボルマブ＋イピリムマブ併用療法の使用経験
○大澤�孝行 1）、小泉�文 1）、佐藤�翔 2）

1）横浜市立市民病院　歯科口腔外科、2）自衛隊横須賀病院　歯科診療部

KS2-4 進展舌癌T4aN2bM0症例の術後治療
○柳本�惣市、林田�咲、森下�廣太、冨永�萌、川北�晃子、柚鳥�宏和、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

KS2-5 顎下腺原発多発頚部転移を有した唾液腺導管癌の１例
○高後�友之、山下�徹郎、細川�周一、山下�新之助、鳥居�ちさほ

恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

公募シンポジウム3　国際シンポジウム　1月24日㊎　9：00〜10：00� C会場　学士会館　2F 210

� 座長：高橋 哲（東北大学大学院歯学研究科・歯学部口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野）
 山下 佳雄（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）��                  

［ 留学生に学ぶ 真の国際化を目指して：口腔がんを取り巻く各国の最新事情 ］

KS3-1 アメリカでの研究留学で感じた癌研究者としての口腔外科医の特徴
○森田�祥弘

大阪大学　大学院　歯学研究科　口腔外科学第二教室

KS3-2 口腔がん治療を通じた国際交流と研究留学のススメ
○來生�知

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

KS3-3 アメリカ　ミシガン大学歯学部での経験
○後藤�満雄

愛知学院大学　歯学部　顎顔面外科学講座

KS3-4 高雄医科大学（台湾）における口腔がん診療の実態と周術期口腔機能管理について
○五月女�さき子 1）、梅田�正博 2）

1）長崎大学病院　口腔管理センター、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
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KS3-5 Oral cancer in Haiti and promotion of my research on oncology in Japan
○ Siril�Yves�Junior、高橋�哲、黒田�佳奈子、熊本�博之

東北大学　口腔顎顔面外科

メディカルスタッフセッション1：口演（公募） 1月23日㊍ 11：05〜11：55� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

� 座長：赤松 知美（東海大学医学部付属病院 診療技術部 診療技術科）

M1-1 大阪国際がんセンター歯科開設の経緯、現状と課題
○古川�玲子 1）、石橋�美樹 2）、高島�由貴 1）、北坂�美津子 1）、大西�叔美 2）、中山�翠 2）、石本�俊介 2）

1）大阪国際がんセンター看護部、2）大阪国際がんセンター歯科 

M1-2 口腔がん患者の口腔ケア介入に関するアンケート調査
○高本�愛、高橋�絢、宮崎�詠里、中沢�侑香、東本�珠佳、酒井�洋徳、栗田�浩

信州大学医学部　特殊歯科・口腔外科

M1-3 口腔衛生管理に苦慮した頬粘膜癌患者に対する転院までの支援
○�秋元�麻美 1）、若林�宣江 1）、鈴木�祐子 1）、戸田�浩司 2）、杉浦�康史 3）、土肥�昭博 3）、野口�忠秀 3）、�
神部�芳則 3）、森�良之 3）

1）自治医科大学附属病院　歯科口腔外科矯正歯科、2）自治医科大学附属病院　６階東病棟、
3）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座

M1-4 終末期口腔がん患者の周術期等口腔機能管理を行った２例
○�入倉�果歩 1）、上原�奈美 1）、工藤�美佑季 1）、赤松�知美 1）、中山�裕香 1）、長嶋�つかさ 1）、�高橋�亜希 1）、
青木�隆幸 2）、太田�嘉英 2）

1）東海大学医学部付属病院　診療技術部　診療技術科、2）東海大学医学部付属病院　外科学系口腔外科領域

M1-5 認知症を有する口腔がん患者の口腔ケアの自立に難渋した一例
○�上原奈美 1）、工藤�美佑季 1）、赤松�知美 1）、入倉�果歩 1）、中山�裕香 1）、長嶋�つかさ 1）、高橋�亜希 1）、�
青木�隆幸 2）、太田�嘉英 2）

1）東海大学医学部付属病院　診療技術部診療技術科、2）東海大学医学部外科学系　口腔外科領域

メディカルスタッフセッション2：口演（公募）　1月23日㊍　13：00〜14：00 B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

� 座長：北坂 美津子（大阪国際がんセンター 看護部）

M2-1 当院における周術期等口腔機能管理と口腔環境
○�西池�可菜 1）、中西�康大 2）、小川�夏乃 1）、寺村�早希 1）、中嶋�弘美 1）、神庭�由貴 1）、田村�優志 2）、�
高橋�美穂 2）、唐木田�一成 2）、坂本�春生 2）

1）東海大学　医学部　付属八王子病院　診療技術科、
2） Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokai University School of Medicine, Hachiouji Hospital, Tokyo, 

Japan

M2-2 頭頸部癌治療におけるエピシル口腔用液の有用性の検討
○�山内�千佳 1）、青木�尚史 2）、堀部�桃子 2）、中根�昇吾 2）、高島�裕之 2）、中村�知寿 2）、森田�麻希 2）、�
菱田�純代 2）、加藤�伸一郎 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

M2-3 当院におけるエピシル口腔用液の使用経験
○石井�英美 1）、鈴木�大貴 1,2）、中西�康大 1,3）、伊澤�和三 1）

1）SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　歯科口腔外科、
2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東海大学医学部付属八王子病院　歯科口腔外科
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M2-4 がんセンター栄養サポートチーム（NST）による口腔腫瘍患者へのかかわり
○�松岡�美緒 1,9）、石橋�美樹 2,9）、石本�俊介 2）、倉脇�里穂 1,9）、橋田�直 3,9）、安並�佳奈 3,9）、高橋�幸三 4,9）、�
金澤�真理 4,9）、野崎�圭佑 4,9）、藤原�洋子 5,9）、藤嶋�久美子 5,9）、坂本�智子 5,9）、吉岡�知美 5,9）、菅方�優司 5,9）、�
井上�翔平 5,9）、杉村�啓二郎 6,9）、高橋�秀典 6,9）、矢野�雅彦 6,9）、飯島�正平 6,7,8,9）

1）大阪国際がんセンター　栄養管理室、2）大阪国際がんセンター　歯科、
3）大阪国際がんセンター　リハビリテーション科、4）大阪国際がんセンター　薬局、5）大阪国際がんセンター　看護部、
6）大阪国際がんセンター　消化器外科、7）大阪国際がんセンター　栄養腫瘍科、
8）大阪国際がんセンター　緩和ケアセンター、9）大阪国際がんセンター NST

M2-5 左口腔底癌手術患者に対し多職種協働で栄養管理を行った症例
○小川�亮子 1）、後藤�陽子 1）、内堀�雅博 2）、青木�隆幸 2）、石井�宏明 1）

1）東海大学医学部付属病院　診療技術部　栄養科、2）東海大学医学部付属病院　歯科口腔外科

M2-6 再建術を伴う舌可動部亜全摘例における歯茎破裂音の代償性構音
○武田�泰助 1）、大房�致江 1）、南谷�晶 1）、菅家�英典 2）、唐木田�一成 3）、古川俊明 2）

1）東海大学医学部付属八王子病院　リハビリテーション技術科、
2）東海大学医学部付属八王子病院　リハビリテーション科、3）東海大学医学部付属八王子病院　口腔外科

学術セミナー1　1月23日㊍　12：05〜12：55� 　B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

� 座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系 口腔外科学領域）
� 共催：大鵬薬品工業株式会社              

GS-1 口腔癌治療の現在とこれから
○桐田�忠昭

奈良県立医科大学　口腔外科学講座

学術セミナー2　1月23日㊍　12：05〜12：55� C会場　学士会館　2F 210

� 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）
� 共催：MSD株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

GS-2 臓器横断的診療時代におけるがん薬物療法
○清田�尚臣

神戸大学医学部附属病院　腫瘍センター

学術セミナー3　1月23日㊍　12：05〜12：55� Ｄ会場　学士会館　3F 320

� 座長：高橋 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）
� 共催：オカダ医材株式会社  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

GS-3 カスタムメイドチタンメッシュトレイと海綿骨骨髄細片を用いた顎骨再建の有用性
○佐々木�朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腫瘍制御学講座　口腔顎顔面外科学分野

学術セミナー4　1月24日㊎　12：20〜13：10� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

� 座長：栗田 浩（信州大学医学部歯科口腔外科学教室）
� 共催：富士フイルム富山化学株式会社 　　　　

GS-4 今日からできるオーラルケアから口腔カンジダ症治療まで
○阪井�丘芳

大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能治療学教室
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学術セミナー5　1月24日㊎　12：20〜13：10� C会場　学士会館　2F 210

� 座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学 口腔外科）　　             
� 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

GS-5 遠隔転移頭頸部癌における治療戦略およびその支持療法について
○山﨑�知子

宮城県立がんセンター　頭頸部内科

学術セミナー6　1月24日㊎　12：20〜13：10� Ｄ会場　学士会館　3F 320

� 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）
� 共催：Meiji Seika ファルマ株式会社 　　　　　　　　　　　   　

GS-6-1 口腔粘膜炎の評価について再考する
○青木�隆幸

東海大学医学部外科学系口腔外科学領域

GS-6-2 エピシル180例の使用経験　─オーラルケア科の口腔外科医が求められること、感じたこと─
○石橋�美樹

大阪国際がんセンター歯科

アフタヌーンセミナー1　1月23日㊍　15：35〜16：25� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

 座長：青木 隆幸（東海大学医学部外科学系 口腔外科学領域）      
� 共催：帝人在宅医療株式会社/グンゼメディカルジャパン株式会社

AS-1-1  ポリグリコール酸シート＋フィブリン糊スプレーによる口腔癌切除後軟組織欠損の被覆
○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

AS-1-2 進化したMCFP法
○安里�亮

京都医療センター　頭頸部外科

アフタヌーンセミナー2　1月23日㊍　15：35〜16：25� C会場　学士会館　2F 210

� 座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系 口腔外科学領域）
� 共催：株式会社大塚製薬工場/イーエヌ大塚製薬株式会社

AS-2 周術期の栄養管理 
 最新の考え方を学ぶ
 Perioperative nutrition 
 Learning newest knowledge

○谷口�英喜
済生会横浜市東部病院　患者支援センター

ハンズオンセミナー　1月23日㊍　15：45〜17：05� Ｄ会場　学士会館　3F 320

� 共催：東洋紡株式会社

 神経再生誘導チューブを用いた末梢神経再建術
上田�倫弘 国立病院機構北海道がんセンター　口腔腫瘍外科

去川�俊二 埼玉医科大学国際医療センター　形成外科
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口腔がん登録説明会　1月23日㊍　17：25〜18：10� C会場　学士会館　2F 210

 口腔がん登録説明会・2018年登録データ報告会
○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23日㊍　9：10〜10：00� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 臨床統計1 ］ 座長：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）

1-B-1 兵庫県立がんセンター口腔外科における32年間の口腔癌に関する臨床的検討
○赤澤�登、重田�崇至、松井�太輝、綿越�健太

兵庫県立がんセンター口腔外科

1-B-2 当科における口腔癌に対する根治手術拒否例の検討
○�佐藤�春樹 1）、長縄�憲亮 1）、早川�泰平 1）、片岡�達哉 2）、大原�令子 2）、横山�佐奈子 2）、伊藤�太郎 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-B-3 当院における顎口腔領域への転移性腫瘍の検討
○柏原�捷、大林�修文、長谷川�令賀、伊藤�洋平、大隅�縁里子、齊藤�輝海

岡崎市民病院　歯科口腔外科

1-B-4 顎口腔領域転移性腫瘍8例の臨床的検討
○伊澤�和倫 1）、佐藤�昌 1）、原田�浩之 2）

1）総合病院土浦協同病院　歯科口腔外科、2）東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　顎口腔外科分野

1-B-5 舌下腺腫瘍8例の検討
○伏見�千宙、増淵�達夫、山崎�森里生、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

口演2　1月23日㊍　10：00〜10：50� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 臨床統計2 ］� 座長：柳本 惣市（長崎大学 生命医科学域 口腔腫瘍治療学分野）

1-B-6 当院における口腔がん診療補助通信システムの稼働について
○�高嶌�森彦 1）、今井�裕一郎 1,2）、森�宏樹 1）、黒川�聡司 1,2）、上田�順宏 2）、柳生�貴裕 2）、山川�延宏 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

1-B-7 抗血小板薬服用継続下での口腔癌手術の安全性に関する検討
○�吉川�博政、吉田�将律、田尻�祐大、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

1-B-8 当科における口腔白板症症例の臨床病理学的検討
○田中�徳昭 1,2）、牛村�彩子 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-B-9 舌癌再建患者の周術期QOLについて
○�佐々木�剛史、青木�隆幸、大澤�侑子、瀬田�祥平、長谷川�大悟、内堀�雅博、傳田�祐也、加藤�久視、� �
太田�嘉英、金子�明寛
東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学

1-B-10 EQ-5D-5Lによる効用値は周術期口腔がん患者のQOLを反映しているか？
○�青木�隆幸 1）、太田�嘉英 1）、佐々木�剛史 1）、加藤�久視 1）、傳田�祐也 1）、内堀�雅博 1）、長谷川�大悟 1）、� �
大澤�侑子 1）、瀬田�祥平 1）、金子�明寛 1）、新井�俊弘 1,2）

1）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学領域、2）国立病院機構静岡医療センター歯科口腔外科
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口演3　1月23日㊍　16：30〜17：20� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 再建1 ］ 座長：河奈 裕正（神奈川歯科大学 顎・口腔インプラント科）

1-B-11 下顎半側切除再建症例の検討
○平井�英治 1）、去川�俊二 2）、山本�晃三 1）、藤井�誠子 1）、西川�健 1）

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

1-B-12 3Dモデルと装着型配列ガイドを用いた遊離腓骨皮弁による下顎再建へのアプローチ
○�宮下�仁 1）、佐藤�奈央子 2）、北村�淳 1）、黒沢�是之 3）、高木�尚之 3）、大越�明 4）、小川�武則 4）、原田�貴之 5）、�
加藤�裕光 5）、泉田�賢一 2）、片岡�良浩 1）、野上�晋之介 1）、山内�健介 1）、永井�宏和 1）、小山�重人 2）、� �
高橋�哲 1）

1）東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科、 2）東北大学病院　顎顔面再建治療部、
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　歯科技工室

1-B-13 腓骨皮弁挙上の learning curve
○曽束�洋平 1）、高岡�一樹 2）、吉川�恭平 2）、森寺�邦康 2）、野口�一馬 2）

1）新潟大学　医学部　形成外科、 2）兵庫医科大学　歯科口腔外科

1-B-14  「演題取り下げ」

1-B-15 下顎骨切除例に対する再建方法
○上田�倫弘 1）、林�信 1）、新山�宗 1）、馬場�貴 1）、秦�浩信 2）、今待�賢治 2）

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

口演4　1月23日㊍　17：20〜18：10� B会場 一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 再建2 ］ 座長：加持 秀明（静岡県立こども病院 形成外科）

1-B-16 遊離組織移植による舌再建症例の術後機能評価
○�富岡�寛文、大迫�利光、釘本�琢磨、黒嶋�雄志、平井�秀明、望月�裕美、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

1-B-17 舌半切再建における皮弁の選択は？
○平山�晴之、石田�勝大、岸�慶太、兒玉�浩希、宮脇�剛司

東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

1-B-18 可動部舌亜全摘術と併施する嚥下改善手術の有効性に関する臨床的検討　
○�森田�琢磨、佐々木�徹、三谷�浩樹、米川�博之、福島�啓文、新橋�渉、戸田�和寿、瀬戸�陽、小泉�雄、�
神山�亮介、日高�竜太、市川�千恭、福田�幸太、渡嘉敷�邦彦、鳥居�淳一、山村�晃司、伊東�優、道塚�智彦、�
川端�一嘉
がん研有明病院　頭頸科

1-B-19 遊離皮弁の鬱血に対し医療用leechを用いた11例の臨床的検討
○高坂�光 1）、平井�秀明 1）、大迫�利光 1）、黒嶋�雄志 1）、富岡�寛文 1）、島本�裕彰 1）、道�泰之 1）、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）横浜市立みなと赤十字病院　歯科口腔外科

1-B-20  頬脂肪体有茎弁によるポリグリコール酸（PGA）シート及びフィブリン糊を併用した上顎欠損部 
の再建の有用性についての検討
○岩井�聡一、今井�智章、竹下�彰範、加藤�逸郎、中澤�光博、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（口腔外科学第二教室）
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口演5　1月23日㊍　9：10〜10：00� C会場　学士会館　2F 210

［ 症例1（化学療法・放射線療法） ］ 座長：小林 恒（弘前大学大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座）

1-C-1 舌癌T3症例に超選択的動注化学療法とECASシステムを併用した1例
○上田�潤 1）、佐久間�要 2,3）、城井�友幸 2,3）、戸谷�収二 1）、田中�彰 2,3）、山口�晃 1）、不破�信和 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、
3）日本歯科大学新潟生命歯学研究科　顎口腔全身関連治療学、4）伊勢赤十字病院　放射線科

1-C-2 再発口腔癌においてセツキシマブ併用放射線療法を行いCRとなった3例
○鳴瀬�智史 1,2）、柳本�惣市 1）、土橋�宏輝 1）、古川�浩平 1）、梅田�正博 1）

1） 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、2）大村市民病院 歯科口腔外科

1-C-3 再発病変に対して重粒子線治療が奏功したエナメル上皮癌の1例
○�堺�美穂 1）、吉田�遼司 1）、郷原�俊輔 1）、川原�健太 1）、永田�将士 1）、廣末�晃之 1）、福間�大喜 1）、� �
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　歯科口腔外科学講座、2）伊東歯科口腔病院

1-C-4 頭頚部癌放射線治療後に生じた甲状腺機能低下症
○中川�祥、伊藤�良平、成田�紀彦、久保田�耕世、小林�恒

弘前大学　医学部医学研究科　歯科口腔外科

1-C-5 口腔癌に対する放射線治療補助具としてのスペーサーの検討
○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

口演6　1月23日㊍　10：00〜10：50� C会場　学士会館　2F 210

［ 症例2（化学療法・放射線療法） ］ 座長：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講座）

1-C-6 ニボルマブ投与後の化学療法にて治療効果を認めた口腔がん再発転移の3例
○�大山�厳雄 1）、長谷川�和樹 1）、佐竹�康臣 2）、金丸�智紀 1）、岩崎�拓也 1）、宮本�日出雄 1）、野里女�明代 3）、�
原園�陽介 3）

1）静岡市立静岡病院　口腔外科、2）静岡市立静岡病院　呼吸器内科、
3）東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　顎顔面外科

1-C-7 高齢者再発口腔癌に対するニボルマブによる治療についての検討
○�玉置�盛浩 1）、下村�忠弘 1）、吉岡�元 1）、伊藤�宗一郎 2）、有川�翔 2）、上田�順宏 2）、山川�延宏 2）、�
桐田�忠昭 2）

1）社会医療法人　高清会高井病院　口腔外科、2）奈良県立医科大学　口腔外科学講座

1-C-8  口腔癌術後の前胸部皮膚転移・両側腋窩リンパ節転移に対してMohsペーストおよび  
セツキシマブ・パクリタキセル療法が著効した1例
○山隈�優、纐纈�衆、金氏�毅、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

1-C-9 セツキシマブ投与後の低マグネシウム血症に対し栄養指導を行い改善した1例
○�久保寺�翔、佐野�次夫、木島�毅、秋本�琢磨、須藤�弘喜、萩野�貴磨、守谷�亜沙人、中澤�貴士、�
高久�暹
東京西徳洲会病院　歯科口腔外科

1-C-10 口底に発生した類基底扁平上皮癌の1例
○�鎌田�久美子 1）、栗尾�奈愛 1）、大江�剛 1）、工藤�景子 1）、山村�佳子 1）、工藤�保誠 2）、真野�隆充 1）、�
石丸�直澄 2）、宮本�洋二 1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野、2）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔分子病態学分野
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口演7　1月23日㊍　16：30〜17：10� C会場　学士会館　2F 210

［ 症例3（唾液腺） ］ 座長：森 良之（自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

1-C-11 小唾液腺に発生した腺房細胞癌の一例
○�小畑�協一 1,2）、岸本�晃治 2,3）、西山�明慶 1,2）、矢尾�真弓 2）、小川�辰雄 1）、伊原木�聰一郎 3）、佐々木�朗 3）

1）岡山大学病院 口腔外科（病態系）、2）津山中央病院 歯科口腔外科、
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

1-C-12  当科で経験した顎下腺原発唾液腺導管癌の3症例の検討
○高後�友之、山下�徹郎、細川�周一、山下�新之助、鳥居�ちさほ

恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

1-C-13 口腔内に発生した明細胞癌（clear cell carcinoma）の２例
○�大島�遼 1）、齋藤�正浩 1,2）、澤谷�祐大 1）、志村�美智子 1）、八木沢�就真 1,3）、泉�さや香 1）、和久井�崇大 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

1-C-14 頬粘膜に発生したsecretory carcinomaの1例
○森本�真弘、高野�昌士、佐藤�健彦、牧野�修治郎

北斗病院　歯科口腔外科

口演8　1月23日㊍　9：10〜9：50� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例4（再建） ］ 座長：松井 千裕（順天堂大学 形成外科）

1-D-1 当院での放射線性顎骨壊死の治療について
○榎木�祐一郎 1）、林�直樹 1）、浅野�悠 2）、景山�大輔 2）、勅使河原�大輔 3）、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、
3）明海大学歯学部機能保存学回復学講座歯科補綴学分野

1-D-2 急激に増大する舌の腺扁平上皮癌に対してオトガイ下皮弁にて再建した一例
○木谷�憲典、大淵�幸与、渡辺�総

鳥取県立中央病院歯科口腔外科

1-D-3 Facial artery musculomucosal flapを用いた口蓋欠損部再建の2例
○�宗像�花楠子 1）、宮下�英高 1）、竹内�照美 1）、相馬�智也 1）、山田�有佳 1）、矢澤�真樹 2）、莇生田�整治 1）、�
中川�種昭 1）

1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室、2）慶應義塾大学医学部形成外科学教室

1-D-4 肋骨付き有茎広背筋皮弁を用いて下顎再建を行った2例
○加藤�卓己、榊原�典幸、水野�貴行、竹川�英輝、佐藤�栄作、鎌田�弘毅、三浦�賢政

日鋼記念病院　歯科口腔外科

口演9　1月23日㊍　10：00〜10：40� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例5（再建） ］ 座長：長谷川 和樹（静岡市立静岡病院）

1-D-5  遊離皮弁による中咽頭再建直後にせん妄による飲水で咽頭後壁が破綻し舌弁で再再建を行った1例
○松井�千裕

順天堂大学　形成外科

1-D-6 モデルサージェリーを用いて再建を行ったエナメル上皮腫の1例
○�原田�文也 1）、武田�成浩 2）、Elsayed�Nagwan1）、若林�茉梨絵 1）、関�姫乃 1）、南田�康人 1）、石川�昌洋 1）、��
佐々木�智也 1）、淀川�慎太郎 2）、中山�英二 3）、奥村�一彦 2）、村田�勝 4）、安彦�善裕 5）、志茂�剛 2）、�
永易�裕樹 1）

1） 北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　顎顔面口腔外科学分野、
2）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　組織再建口腔外科学分野、
3）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　歯科放射線学分野、
4）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　口腔再生医学分野、
5）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　臨床口腔病理学分野
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1-D-7 89歳女性に生じた口腔内多発癌の1例
○�千田�正、石原�修、山田�龍平、矢田�光絵、中野�晋太郎、谷口�弘樹、小松�享祐、山本�莉菜

大阪急性期・総合医療センター　歯科口腔外科

1-D-8  間歇的口腔食道経管栄養法を応用した術後摂食嚥下リハビリテーションが有効であった進行口底
癌の１例
○吉田�充那、石戸�克尚、池田�篤司、今上�修一、中道�尚美、冨原�圭、野口�誠

富山大学大学院医薬学研究部　歯科口腔外科学講座

口演10　1月23日㊍　14：05〜14：45� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例6（良性） ］ 座長：武田 幸彦（新潟県立中央病院歯科口腔外科）

1-D-9 嚥下困難をきたした口底部脂肪腫の1例
○小川�辰雄、吉岡�徳枝、竜門�省二、坂本�裕美、國定�勇希、伊原木�聰一郎、佐々木�朗

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

1-D-10 骨の化性を伴った巨大な右側頬部脂肪腫の1例
○矢尾�真弓 1）、岸本�晃治 2）、小畑�協一 2）、西山�明慶 2）、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

1-D-11 巨舌を呈したアルコール性肝硬変患者の舌対称性脂肪腫症の１例
○村山�敦、首藤�敦史、姜�良順、黒田�卓

岸和田徳洲会病院　歯科口腔外科

1-D-12 舌縁に生じたectomesenchymal chondromyxoid tumorの１例
○櫻井�航太郎 1）、仲盛�健治 1）、山崎�学 2）、丸山�智 3）、田沼�順一 2）

1）那覇市立病院　歯科口腔外科、2）新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）新潟大学医歯学総合病院　歯科病理検査室

口演11　1月23日㊍　14：45〜15：25� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例7（良性） ］ 座長：荘司 洋文（日本歯科大学附属病院口腔外科）

1-D-13 舌下腺に発生した多形腺腫の1例
○藤多�健 1）、田中�徳昭 2）、李�篤史 1）、美馬�孝至 1）

1）第二大阪警察病院、2）大阪警察病院

1-D-14 小児の下顎臼歯部歯肉に生じた筋線維腫の1例
○舟山�直希、柳生�貴裕、中山�洋平、河上�真緒、笠�瑛貴、桐田�忠昭

奈良県立医科大学　口腔外科学講座

1-D-15 Inverted Ductal PapillomaとMucous cystが下唇に併発した一例
○山本�裕義 1）、加藤�禎彬 1）、西山�明宏 1）、中条�貴俊 2）、松坂�賢一 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　臨床検査病理学講座

1-D-16 萌出障害が生じていた永久歯が歯牙腫摘出後に自然萌出した２症例
○山口�真輝、國定�勇希、吉岡�徳枝、伊原木�聰一郎、村瀬�友里香、佐々木�朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔学顔面外科学

口演12　1月23日㊍　17：20〜18：10� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 臨床統計3 ］ 座長：佐々木 朗（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）

1-D-17 口腔細胞診による口腔癌および前癌病変の一次スクリーニングに関する臨床研究
○助川�信太郎 1）、管野�貴浩 2）、増井�正典 1）、助川�由佳 1）、岸本�司 1）、佐藤�愛 1）、雑賀�将斗 1）、古木�良彦 1）

1）香川県立中央病院 歯科口腔外科、2）島根大学医学部 歯科口腔外科
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1-D-18 口腔内装置を使用し放射線治療を行なった無歯顎頭頸部癌患者の下顎の位置変化の検討
○森寺�邦康、野口�一馬、吉川�恭平、神田�修治、高岡�一樹、岸本�裕充

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

1-D-19 終末期口腔がん患者に対する緩和ケアの取り組み
○兼子�隆次、河合�孝真、澤木�廉

豊田厚生病院　歯科口腔外科

1-D-20 エクソソーム関連タンパク質Alixの口腔扁平上皮癌における新規診断マーカーへの応用
○中道�瑛司 1）、坂倉�寛紀 1）、山本�憲幸 2）、西川�雅也 2）、山口�聡 2）、日比�英晴 1）

1） 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）名古屋大学医学部附属病院　歯科口腔外科

1-D-21 下顎骨辺縁切除後の骨折に関するリスク因子についての検討
○�雑賀�将斗 1）、助川�信太郎 1）、管野�貴浩 1,�2）、助川�由佳 1）、増井�正典 1）、岸本�司 1）、佐藤�愛 1）、�
古木�良彦 1）

1）香川県立中央病院　歯科口腔外科、2）島根大学医学部　歯科口腔外科学講座

口演13　�1月24日㊎　9：00〜10：00� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 高齢者 ］ 座長：栗田 浩（信州大学医学部歯科口腔外科学教室）

2-B-1 高齢口腔扁平上皮癌患者の治療に関する臨床的検討
○�吉岡�徳枝、小畑�協一、岸本�晃治、柴田�茜、清水�理恵子、坂本�裕美、角谷�宏一、伊原木�聰一郎、� �
佐々木�朗
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-B-2 当科における超高齢口腔癌症例の臨床的検討
○高後�友之、山下�徹郎、細川�周一、山下�新之助、鳥居�ちさほ

恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

2-B-3 当科における高齢口腔癌患者の治療選択に関する検討
○濱田�裕嗣、伊勢�幸智子、藤本�康広、逢坂�竜太、水澤�伸仁、渡辺�大介

池上総合病院　歯科口腔外科

2-B-4 超高齢者の口腔癌に対する手術適応についての検討
○金山�宏幸、白尾�浩太郎、烏山�貴利、藤原�彩也香、齊藤�佑太、鹿野�学、有家�巧

独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター　口腔外科

2-B-5 80歳以上の高齢者口腔扁平上皮癌患者に対する多剤併用動注化学療法
○金子�哲治、北畠�健裕、菅野�千敬、遠藤�学、長谷川�博

福島県立医科大学　歯科口腔外科

2-B-6 高齢者における口腔癌治療の現状と問題点
○馬場�貴 1）、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

口演14　�1月24日㊎　10：00〜11：00� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 画像診断 ］ 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）

2-B-7 TNM分類第8版における深達度と臨床的深達度の相関性の検討
○大野�啓介 1）、阿部�江美子 1）、山本�信治 1）、大金�覚 1,3）、高野�伸夫 1,3）、片倉�朗 2,3）、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　東京　日本、
3）東京歯科大学口腔がんセンター　千葉　日本
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2-B-8 当科における舌扁平上皮癌症例の臨床統計的検討　〜DOIを中心に〜
○�三島�優美子 1）、比地岡�浩志 2）、山城�康太 1）、松村�吉晃 1）、久米�健一 2）、後藤�雄一 2）、浜田�倫史 2）、� �
杉浦�剛 1,2）

1） 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、
2） 鹿児島大学医学部歯学部附属病院　口腔顎顔面センター　口腔外科

2-B-9 共同研究委員会WG3 （口腔癌DOIの画像評価）の進捗報告
○小林�太一 1）、林�孝文 1）、田沼�順一 2）、小椋�一朗 3）、湯浅�賢治 4）、有地�淑子 5）、富岡�寛文 6）、小西�勝 7）

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）新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）日本歯科大学　新潟生命歯学部　歯科放射線学講座、4）福岡歯科大学　診断・全身管理学講座　画像診断学分野、
5）愛知学院大学　歯学部　歯科放射線学講座、6）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、
7）広島大学病院 歯科放射線科

2-B-10 早期口腔癌における頸部後発転移予測因子としてのPET parameterの検討
○山川�延宏、大澤�政裕、中山�洋平、上田�順宏、柳生�貴裕、玉置�盛浩、桐田�忠昭

奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座

2-B-11 口蓋悪性腫瘍における拡散MRI：ADC mapの有用性
○小椋�一朗 1）、田中�彰 2）、小根山�隆浩 3）、戸谷�収二 3）、岡田�康男 4）、山口�晃 3）

1）日本歯科大学　新潟生命歯学部　歯科放射線学講座、2）日本歯科大学　新潟生命歯学部　口腔外科学講座、
3）日本歯科大学　新潟病院　口腔外科、4）日本歯科大学　新潟生命歯学部　病理学講座

2-B-12 口腔蛍光観察装置と画像解析ソフトを応用した客観的評価
○�阿部�江美子 1）、大野�啓介 1）、曽根�嘉人 1）、山本�信治 1）、加藤�宏 1）、吉田�秀児 1）、渡邊�章 1）、� �
高野�正行 1）、片倉�朗 2）、柴原�孝彦 1）

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

口演15　�1月24日㊎ 13：15〜14：05� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 舌 ］ 座長：梅田 正博（長崎大学�口腔腫瘍治療学）

2-B-13 舌扁平上皮癌の舌骨傍領域再発例の臨床的検討
○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

2-B-14 pT1/T2舌扁平上皮癌における浸潤様式分類と予後に関する臨床病理学的検討
○辺見�卓男 1）、町田�智正 2）、北詰�栄里 2）、猪俣�徹 2）、荘司�洋文 2）、出雲�俊之 1）、柳下�寿郎 1）

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

2-B-15 舌扁平上皮癌T1, T2症例における新旧T分類別のリンパ節転移について
○足利�雄一、山田�珠希、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

2-B-16 当科の舌部分切除後の経過観察の後ろ向き検討
○�炭野�淳 1）、八木原�一博 1）、石井�純一 1）、桂野�美貴 1）、柴田�真里 1）、金�裕純 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歯科口腔外科、2）埼玉県立がんセンター病理診断科

2-B-17  舌部分切除後の創面に対しポリグルコール酸シートを貼付した症例における鎮痛剤別にみた術後
出血の検討
○名生�邦彦、鈴木�政美、星�裕太

群馬県立がんセンター　頭頸科

プ
ロ
グ
ラ
ム



36 第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 37

口演16　�1月24日㊎　14：05〜14：55� B会場　一橋講堂　2F 中会議場3+4

［ 基礎 ］ 座長：來生 知（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-B-18 口腔癌におけるCD14の発現に関する臨床病理学的検討
○梶川�ひとみ 1,2）、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）大阪大学大学院　医学系研究科　臨床腫瘍免疫学講座

2-B-19 4NQO発癌モデルを用いた舌癌発生過程における血管の解析
○白銀�陽一朗 1）、宇佐美�悠 1）、廣瀬�勝俊 1）、佐藤�淳 1）、池邉�一典 2）、豊澤�悟 1）

1）大阪大学　歯学部　歯学研究科　口腔病理学教室、2）大阪大学　歯学部　歯学研究科　第二補綴学教室

2-B-20 口腔扁平上皮癌細胞の悪性化を制御する転写因子の同定
○�榊谷�振太郎 1）、井上�カタジナ�アンナ 2）、黒嶋�雄志 1）、富岡�寛文 1）、坂本�啓 3）、池田�通 3）、�
原田�浩之 1）、渡部�徹郎 2）

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　硬組織病態生化学分野、
3）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野

2-B-21  口腔扁平上皮癌の浸潤予見因子の検討 
3，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-22 マウス舌癌モデルにおける免疫賦活化因子発現型第三世代がん治療用HSV-1の有効性と安全性
○�内橋�俊大 1）、須河内�昭成 1）、栗岡�恭子 3）、笠原�駿 1）、児玉�晨吾 1）、中原�寛和 4）、古郷�幹彦 1）、�
藤堂�具紀 2）

1）大阪大学　歯学部附属病院　第一口腔外科、2） 東京大学医科学研究所　先端医療研究センター　先端がん治療分野、
3）済生会松坂総合病院　歯科口腔外科、4）大阪市立大学附属病院　歯科口腔外科

口演17　�1月24日㊎　10：00〜11：00� C会場　学士会館　2F 210

［ 化学療法・放射線療法 ］ 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）

2-C-1 当科における口腔癌104例に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法の臨床的検討
○丹下�和久、堀部�宏茂、脇田�壮

春日井市民病院　歯科口腔外科

2-C-2 進行口腔癌に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法とハイパーサーミアの併用療法
○�小泉�敏之、野里�朋代、飯田�昌樹、南山�周平、林�雄一郎、中鍛治�里奈、大澤�昂平、小栗�千里、� �
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

2-C-3 口腔癌に対する高用量・短期シスプラチン動注化学療法の有用性
○�大前�政利 1）、加藤�逸郎 2）、藤田�祐生 3）、高岡�洋生 4）、飯井�孝年 2）、元木�彩子 1）、中澤�光博 2）、��
鵜澤�成一 1）

1）りんくう総合医療センター　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（第二口腔外科教室）、
3）市立豊中病院　歯科口腔外科、
4）立東大阪医療センター　歯科口腔外科

2-C-4 切除不能，再発・転移口腔癌に対する化学放射線療法を用いた治療に関する臨床的検討
○花城�佳志、石戸�克尚、冨原�圭、今上�修一、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-5  根治照射を目的にカスタマイズした補助装置を用いてモールド照射を行った口腔扁平上皮癌症例
の検討
○長島�優太、野口�忠秀、今野�悠、杉浦�康史、土肥�昭博、岡田�成生、神部�芳則、森�良之

自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座
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2-C-6 Nivolumabを投与した再発・転移口腔がん17例の検討
○新山�宗 1）、林�信 1）、馬場�貴 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

口演18　�1月24日㊎　13：15〜14：05� C会場　学士会館　2F 210

［ 臨床統計4 ］ 座長：赤澤 登（兵庫県立がんセンター口腔外科）

2-C-7 予後が不良であった口腔扁平上皮癌手術症例の臨床的検討
○唐木田�一成、田村�優志、中西�康大、高橋�美穂、坂本�春生

東海大学　医学部　付属八王子病院

2-C-8 上顎歯肉癌予後不良例からの手術法の検討　－咀嚼筋隙、傍咽頭隙の合併切除について－
○�野口�忠秀 1）、土肥�昭博 1）、杉浦�康史 1）、長島�優太 1）、作山�葵 1）、岡田�成生 1）、山田�学 1,2）、早坂�純一 1,3）、�
土屋�欣之 1,4）、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　口腔外科、
3）芳賀赤十字病院　歯科口腔外科、
4）栃木県立がんセンター　歯科口腔外科

2-C-9 10個以上の頸部リンパ節転移を認めた口腔扁平上皮癌の検討
○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

2-C-10 当科における上顎洞扁平上皮癌症例の臨床病理学的検討
○�平井�秀明、横川�美咲、大迫�利光、釘本�琢磨、黒嶋�雄志、望月�裕美、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

2-C-11 当院における口腔がんT4b側頭下窩郭清症例の検討
○伏見�千宙、増淵�達夫、山崎�森里生、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

口演19　�1月24日㊎　14：05〜14：45� C会場　学士会館　2F 210

［ 臨床統計5 ］ 座長：山下 善弘（宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学分野）

2-C-12 口腔扁平上皮癌cN0症例に予防的頸部郭清術を施行した症例の臨床的検討
○白井�達也 1）、筧�康正 2）、瓜生�開人 2）、松田�彩 2）、榊原�晶子 2）、長谷川�巧実 2）、明石�昌也 2）

1）済生会兵庫県病院　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

2-C-13 がん患者において周術期口腔機能管理後に骨吸収抑制薬を開始した症例の検討
○草深�佑児 1）、鎌田�孝広 1）、篠原�潤 1）、酒井�洋徳 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　歯科口腔外科学教室

2-C-14 口腔がんと術後感染症
○�中西�康大 1）、田村�優志 1）、鈴木�大貴 2）、高橋�美穂 1）、伊澤�和三 2）、唐木田�一成 1）、坂本�春生 1）、�
金子�明寛 3）

1）東海大学　医学部　付属八王子病院　口腔外科、2）SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　口腔外科、
3）東海大学　医学部　付属伊勢原病院　外科学系　口腔外科

2-C-15 悪性腫瘍切除後に口腔再建術を施行した患者の術後創感染についての検討
○千田�正、石原�修、山田�龍平、矢田�光絵、中野�晋太郎、谷口�弘樹、小松�享祐、山本�莉菜

大阪急性期・総合医療センター　歯科口腔外科
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口演20　�1月24日㊎　15：05〜15：55� C会場　学士会館　2F 210

 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）
［ 症例8（その他） ］

2-C-16 切除断端近傍の歯根膜腔に沿って腫瘍小塊を認めた上顎歯肉癌の１例
○�中村�知寿、宮本�大模、福島�麻子、高島�裕之、森田�麻希、菱田�純代、青木�尚史、加藤�伸一郎、�
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-17 下顎歯肉癌に対する化学放射線療法後の終末期に上腸間膜動脈症候群を発症した1例
○�内藤�絵里子 1）、池田�順行 1）、小山�貴寛 1）、小玉�直樹 1）、齋藤�夕子 1）、永田�昌毅 1）、林�孝文 2）、�
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

2-C-18 舌がん患者における慢性機械刺激の軽減を目的とした補綴装置の作製
○合島�怜央奈、蒲原�麻菜、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

2-C-19 上顎歯肉を原発とした胸膜転移の診断・治療にがん遺伝子パネル検査が有用であった１例
○�遠山�皓基 1,4）、加納�嘉人 1）、松寺�翔太郎 1）、青柳�康子 1）、本多�隆行 2）、宮崎�泰成 2）、桐村�進 3）、�
三浦�雅彦 4）、池田�貞勝 1）

1）東京医科歯科大学　医学部附属病院　腫瘍センター、2）東京医科歯科大学　医学部附属病院　呼吸器内科、
3）東京医科歯科大学　医学部附属病院　病理科、4）東京医科歯科大学　大学院　口腔放射線腫瘍学分野

2-C-20 特異な組織像を示した左中咽頭側壁原発HPV非関連癌の一手術例
○草深�公秀

静岡県立総合病院　病理学部

口演21　�1月24日㊎　9：00〜9：50� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例9（その他） ］ 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）

2-D-1 下顎に発生し頸部リンパ節転移を認めた炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の1例
○及川�悠、小村�健

総合東京病院　歯科口腔外科

2-D-2 口腔内に発生した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の3例
○�森山�裕輔 1）、勝俣�由里 1）、森�志穂美 1）、安西�寛真 1）、首藤�俊一 1）、田中�文恵 1）、吉住�潤子 1）、�
佐々木�三奈 1）、吉本�尚平 2）、橋本�憲一郎 1）、平木�昭光 1）、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

2-D-3 顎骨中心性癌と神経内分泌腫瘍の同時性重複腫瘍の１例
○藤内�城、野口�忠秀、長島�優太、今野�悠、作山�葵、杉浦�康史、土肥�昭博、岡田�成生、森�良之

自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座

2-D-4 対側頬部に転移した鼻翼原発の基底細胞癌の1例
○坂田�健一郎、佐藤�明、大賀�則孝、吉川�和人、和田�麻友美、小林�博和、北川�善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室

2-D-5 舌癌に対する治療で有症候性甲状腺微小乳頭癌の頸部リンパ節転移が判明した1例
○白尾�浩太郎、鹿野�学、金山�宏幸、烏山�貴利、藤原�彩也香、斎藤�佑太、有家�巧

国立病院機構大阪医療センター　口腔外科
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口演22　�1月24日㊎　10：00〜10：50� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例10（その他） ］ 座長：楠川 仁悟（久留米大学）

2-D-6 Fanconi貧血患者に発症した舌扁平上皮癌の1例
○土橋�宏輝 1）、鳴瀬�智史 2）、柳本�惣市 1）、古川�浩平 1）、梅田�正博 1）

1） 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、2）大村市民病院

2-D-7 エーラス・ダンロス症候群患者に発生した舌癌の１例
○吉川�恭平、野口�一馬、吉田�和功、中西�満寿美、神田�修治、森寺�邦康、高岡�一樹、岸本�裕充

兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座

2-D-8 歯原性角化嚢胞から発生した原発性骨内扁平上皮癌の１例
○森寺�邦康、野口�一馬、吉川�恭平、神田�修治、高岡�一樹、岸本�裕充

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

2-D-9 上顎骨に生じたSclerosing odontogenic carcinomaの一例
○�森�和樹 1）、別府�真広 1）、山下�真由美 1）、比地岡�浩志 1）、久米�健一 1）、田中�昭彦 1）、奥田�瑛士 1）、�
三島�優美子 1）、嶋�香織 2）、仙波�伊知郎 2）、杉浦�剛 1）

1） 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、
2） 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-D-10 前立腺癌の上顎骨転移の1例
○山下�新之助、高後�友之、細川�周一、山下�徹郎

社会医療法人　恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

口演23　�1月24日㊎　13：15〜13：55� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例11（血液疾患） ］ 座長：野口 一馬（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

2-D-11 Double-hit lymphoma が疑われた下顎部原発B細胞性リンパ腫の1症例
○金丸�健太 1）、中西�有路 2）、千足�浩久 1）

1）市立東大阪医療センター　歯科口腔外科、2）防衛省　陸上自衛隊　明野駐屯地　航空学校

2-D-12 シェーグレン症候群の関連が示唆された口蓋びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例
○田村�優志、中西�康大、高橋�美穂、唐木田�一成、坂本�春生

東海大学　医学部　付属八王子病院　口腔外科

2-D-13 診断に苦慮した節外性NK/T細胞リンパ腫 鼻型の一例
○久保�隆太、永田�将士、川口�翔、川原�健太、廣末�晃之、福間�大喜、吉田�遼司、中山�秀樹

熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科学講座

2-D-14 右側上顎歯肉腫脹を契機に発見された形質芽球性リンパ腫の1例
○冨永�萌 1）、柚鳥�宏和 1）、片瀬�直樹 2）、石田�優 1）、柳本�惣市 1）、藤田�修一 2）、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　大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

口演24　�1月24日㊎　14：05〜14：45� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例12（血液疾患） ］ 座長：北川 善政（北海道大学 口腔診断内科）

2-D-15 口唇に認めたリンパ腫様丘疹症の１例
○�見立�英史 1）、江頭�寿洋 1）、永野�健一 2）、片瀬�直樹 2）、藤田�修一 2）、緒方�絹子 1）、楢原�峻 1）、原�昌士 1）、
本間�遼 1）、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）長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

2-D-16 繰り返す口腔カンジダ症と上顎歯肉の腫瘤形成を契機に発見されたATLLの１例
○新田�哲也、平原�成浩

鹿児島市立病院
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2-D-17 上顎歯肉に発生したEBウイルス陽性粘膜皮膚潰瘍の1例
○阿部�幸二郎 1）、山田�浩太 1）、土井田�誠 2）、山下�知巳 1）

1）厚生連高岡病院　歯科口腔外科、2）杉田玄白記念公立小浜病院　歯科口腔外科

2-D-18 頬粘膜癌の治療後に発症した治療関連骨髄異形成症候群の1例
○吉澤�泰昌、北村�直也、山本�哲也

高知大学医学部歯科口腔外科学講座

口演25　�1月24日㊎　15：05〜15：45� Ｄ会場　学士会館　3F 320

［ 症例13（良性腫瘍） ］ 座長：榊原 典幸（社会医療法人母恋 日鋼記念病院 歯科口腔外科）

2-D-19 舌癌術後経過観察中に発症した頸部神経鞘腫の1例
○藤井�亜理沙 1）、吉田�佳史 1）、橋本�和彦 2）、野村�武史 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　臨床検査科病理

2-D-20 舌に生じた神経周膜腫の1例
○北平�有紀子、若林�健、藤田�祐生、岡田�梓、墨�哲郎

市立豊中病院　歯科口腔外科

2-D-21 エナメル上皮腫を疑い開窓術を施行した象牙質形成性幻影細胞腫の１例
○�長谷川�大悟、瀬田�祥平、大澤�侑子、内堀�雅博、傳田�祐也、佐々木�剛史、加藤�久視、青木�隆幸、�
太田�嘉英、金子�明寛
東海大学医学部外科系口腔外科領域

2-D-22 若年者エナメル上皮腫の検討
○西奥�卓央、片岡�利之、赤城�裕一、貝淵�信之、安藤�智博

東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座

プ
ロ
グ
ラ
ム



42 第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 43

一般演題：ポスター（公募）

1月23日㊍　16：30〜17：00� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 基礎 ］ 座長：高木 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）

P1-1-1 口腔扁平上皮癌における線維芽細胞増殖阻害薬の浸潤・転移抑制効果
○�野口�夏代、小林�泰、宮澤�真優子、宮澤�広樹、北原�寛子、大井�一浩、加藤�広禄、中村�博幸、�
川尻�秀一
金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　医学系　医学専攻　外科系医学領域　顎顔面口腔外科学分野

P1-1-2 口腔扁平上皮癌細胞とFGF受容体IIIc isoform
○堀田�麻実、吉澤�邦夫、角田�達哉、木村�裕二郎、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講座

P1-1-3 シスプラチン耐性OSCCは、PD-L2発現を上昇させ、浸潤能を獲得する
○�首藤�俊一 1）、大林�佑子 1）、安西�寛真 1）、森�志穂美 3）、佐々木�三奈 1）、勝俣�由里 1）、平木�昭光 1）、�
池邉�哲郎 3）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学、2）福岡歯科大学　細胞分子生物学講座　細胞生理学分野、
3）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

P1-1-4 口腔扁平上皮癌細胞由来エクソソームを介したシスプラチン耐性獲得機構の解明
○�小野�喜章 1）、奥井�達雄 2）、國定�勇希 2）、小畑�協一 1）、吉岡�徳枝 2）、中村�友哉 2）、伊原木�聰一郎 2）、�
佐々木�朗 2）

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　口腔顎顔面外科学分野

P1-1-5  口腔扁平上皮癌細胞における、NF-kB経路を介したPlatycodin Dの細胞増殖・浸潤能の 
抑制機構の解析
○角田�達哉、吉澤�邦夫、堀田�麻美、木村�裕次郎、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講座

P1-1-6 ヒト生体組織を模倣した三次元組織体を用いた口腔扁平上皮癌の浸潤能の解析
○西山�今日子、岩井�聡一、岸本�聡子、森田�祥弘、竹下�彰範、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　口腔外科学第二教室

1月23日㊍　17：00〜17：20� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 基礎 ］ 座長：朝比奈 泉（長崎大学 生命医科学域 顎口腔再生外科学）

P1-2-1 口腔扁平上皮癌の浸潤・転移におけるcytokeratin19の役割〜ΔNp63との関わりについて〜
○�田中�翔一、川野�真太郎、丸瀬�靖之、坂本�泰基、金子�直樹、橋口�有真、森岡�政彦、服部�多市、�
濱田�栄樹、樋渡�萌美、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

P1-2-2 プロスタグランディン受容体EP4 の口腔がん細胞遊走能への影響とメカニズム解明
○大澤�昂平 1,2）、中鍛治�里奈 1,2）、小泉�敏之 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）横浜市立大学大学院　医学研究科　循環制御医学

P1-2-3 口腔扁平上皮癌細胞に対するCHK1、WEE1阻害剤処理後の細胞周期動態
○野島�瞳 1,2）、小野里�祐佑 1）、戒田�篤志 1）、原田�浩之 2）、三浦�雅彦 1）

1） 東京医科歯科大学 (TMDU)　大学院医歯学総合研究科　口腔放射線腫瘍学分野、
2） 東京医科歯科大学 (TMDU)　大学院医歯学総合研究科　顎口腔外科学分野

P1-2-4  テトラチオモリブデン酸アンモニウムはATP7Bの抑制を介してシスプラチンの抗腫瘍効果を 
増強する
○竜門�省二、奥井�達雄、長谷川�利聡、國定�勇希、清水�理恵子、岸本�晃治、伊原木�聰一郎、佐々木�朗

岡山大学 口腔学顔面外科学分野
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1月23日㊍　17：30〜17：55� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 基礎 ］ 座長：内田 大亮（愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座）

P1-3-1 テロメアDNA構造結合性化合物による新規癌治療薬の開発
○福田�晃 1）、矢田�直美 3）、山形�真有香 1）、笹栗�正明 1）、松尾�拡 3）、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）九州歯科大学健康増進学講座口腔応用薬理学分野、3）九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野

P1-3-2 口腔扁平上皮癌におけるCXCR4阻害の抗腫瘍血管治療の有用性の検討
○河合�穂高、吉田�沙織、高畠�清文、中野�敬介、長塚�仁

岡山大学　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

P1-3-3 ヒト舌扁平上皮癌由来細胞株の樹立とその特徴
○佐久間�要 1）、城井�友幸 1）、高橋�悠 1,2）、渡邊�美穂 1,3）、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、
3）筑波大学医学医療系脳神経外科臨床再生医療研究室

P1-3-4 上皮間葉転換とスフェア形成能との関連についての検討
○藤林�えみ、田中�晋、内橋�俊大、須河内�昭成、平岡�慎一郎、相川�友直、古郷�幹彦

大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室、大阪、日本

P1-3-5 口腔がん患者の唾液中における細菌叢メタゲノム解析
○�市川�はるの 1）、熊谷�賢一 1,2）、石川�恵生 3）、佐藤�光一郎 1）、北畠�健一郎 4）、菅野�絢子 3,5）、枝松�薫 3）、�
加藤�晃一郎 6）、増田�千恵子 6）、藤原�久子 1,7）、堀江�彰久 6）、川口�浩司 1）、飯野�光喜 3）、濱田�良樹 1）

1）鶴見大学　歯学部　口腔顎顔面外科学講座、
2）独立行政法人　国立病院機構　相模原病院 臨床研究センター　臨床免疫研究室、
3）山形大学　医学部　歯科口腔・形成外科学講座、4）公立置賜総合病院　歯科口腔外科、
5）医療法人徳洲会　山形徳洲会病院　歯科口腔外科、6）独立行政法人労働者健康福祉機構　関東労災病院　歯科口腔外科、
7）鶴見大学短期大学　歯科衛生科

1月23日㊍　16：30〜16：55� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 基礎 ］ 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）

P1-4-1  非燃焼・加熱式タバコ煙抽出液を用いたヒト口腔ケラチノサイト培養モデルのmicroRNA発現 
変動解析
○森下�佳学、鯉江�信、長谷川�正午、宮部�悟、渡邊�晢、後藤�満雄、宮地�斉、長尾�徹

愛知学院大学歯学部附属病院　顎顔面外科学講座

P1-4-2 Tetraspanin15 （Tspan15） の包括的発現解析による口腔癌の進展調節機構の解明
○�野淵�嵩史 1）、伊豫田�学 2）、小池�一幸 2）、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

P1-4-3 CRTC1-MAML2融合遺伝子の発現を認めた粘表皮癌培養細胞の樹立と細胞生物学的特徴の解析
○�吉田�和功 1）、野口�一馬 1）、大森�雄司 1）、神田�修治 1）、吉川�恭平 1）、山根木�康嗣 2）、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

P1-4-4 口腔扁平上皮癌における転移関連 microRNA の探索
○徳善�紀彦、中城�公一、栗林�伸行、合田�啓之、内田�大亮

愛媛大学大学院　医学系研究科　口腔顎顔面外科学講座

P1-4-5 口腔扁平上皮癌におけるΔNp63を介したPAR1の発現と機能について
○�服部�多市、川野�真太郎、金子�直樹、坂本�泰基、丸瀬�靖之、田中�翔一、濱田�栄樹、樋渡�萌美、�
三善�康大、白石�由梨香、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
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1月23日㊍　17：00〜17：25� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 基礎 ］ 座長：宮本 洋二（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部門臨床歯学系口腔外科学分野）

P1-5-1 口腔扁平上皮癌におけるDNA損傷応答の抑制は化学療法剤によるアポトーシス誘導を促進する
○�大林�佑子 1,2）、首藤�俊一 1）、森�志穂美 3）、安西�寛真 1）、吉住�潤子 1）、橋本�憲一郎 1）、池邉�哲郎 3）、�
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　細胞分子生物学講座　分子機能制御学分野、
3）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

P1-5-2  GIMAP2の過剰発現は細胞周期を経由した抗アポトーシスを阻害し口腔扁平上皮癌の増殖に 
寄与する
○�小松�万理 1）、齋藤�謙悟 2）、小池�一幸 3）、伊豫田�学 3）、中嶋�大 3）、笠松�厚志 3）、椎葉�正史 4）、�
鵜澤�一弘 1,3）、丹沢�秀樹 1,3）

1）千葉大学大学院　医学研究院　口腔科学講座、2）千葉大学大学院医学研究院　分子ウイルス学講座、
3）千葉大学医学部附属病院　歯科・顎・口腔外科、4）千葉大学大学院医学研究院　臨床腫瘍学講座

P1-5-3 深層学習による口腔細胞診および診断に役立つ画像特徴の考察
○�彌榮�有美 1）、見立�英史 2）、三好�亮平 1）、宮田�ゆかり 1）、梅根�健太 1）、石川�玄 1）、周�筝 1）、緒方�絹子 2）、
楢原�峻 2）、宮本�潤哉 1）、酒井�智弥 1）、大場�誠悟 2）、朝比奈�泉 2）

1） 長崎大学　大学院工学研究科　電気・情報科学部門　情報応用工学分野、
2）長崎大学　大学院医歯薬総合研究科　顎口腔再生外科分野

P1-5-4 CT画像における頸部リンパ節の自動検出と口腔がん転移識別
○�石川�玄 1）、見立�英史 2）、三好�亮平 1）、宮田�ゆかり 1）、梅根�健太 1）、彌榮�有美 1）、周�筝 1）、緒方�絹子 2）、
楢原�峻 2）、宮本�潤哉 1）、酒井�智弥 1）、大場�誠悟 2）、朝比奈�泉 2）

1） 長崎大学　大学院工学研究科　電気・情報科学部門　情報応用工学分野、
2）長崎大学　大学院医歯薬総合研究科　顎口腔再生外科分野

P1-5-5 口腔癌手術症例における炎症性マーカーの臨床的意義の検討
○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

1月23日㊍　17：30〜17：55� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：富原 圭（富山大学医学部歯科口腔外科学）

P1-6-1 肺転移に対し外科的切除を施行した下顎骨原発骨肉腫の1例
○柴田�恵里 1）、奥山�紘平 2）、道�泰之 2）、黒嶋�雄志 2）、平井�秀明 2）、富岡�寛文 2）、島本�裕彰 2）、原田�浩之 2）

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　顎口腔外科学分野

P1-6-2 上顎骨に発生した軟骨肉腫の１例
○鈴木�翔太 1）、内藤�博之 1）、佐藤�浩子 1）、浅野�重之 2）、田中�陽一 3）、太田�嘉英 4）、青木�隆幸 4）

1）いわき市医療センター　歯科口腔外科、2）いわき市医療センター　病理診断センター、
3）東京歯科大学　市川総合病院　臨床検査科病理、4）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学

P1-6-3 上顎歯肉に発生した顆粒球肉腫の1例
○渡邉�裕之、奥村�嘉英、深野�英夫

名古屋市立西部医療センター　歯科口腔外科

P1-6-4 下顎歯肉に転移した大動脈内膜肉腫の1例
○大橋�雄高 1）、南川�勉 1）、筧�康正 2）、榊原�晶子 2）、長谷川�巧実 2）、明石�昌也 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

P1-6-5 口腔病変を伴った未分化多形肉腫の一例
○�堀部�桃子、宮本�大模、福島�麻子、中村�知寿、高島�裕之、森田�麻希、菱田�純代、青木�尚史、�
加藤�伸一郎、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
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1月23日㊍　17：00〜17：30� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：近津 大地（東京医科大学口腔外科学分野）

P1-7-1 硬口蓋に発生した基底細胞腺腫の1例
○櫻井�拓真、西山�祐生、村木�祐孝

独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院　歯科口腔外科

P1-7-2 耳下腺に生じた巨大な基底細胞腺腫の1例
○竹下�彰範、松永�和秀、窪田�星子、飯井�孝年、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　口腔外科学第二教室

P1-7-3 上顎歯肉癌のリンパ節転移を疑った顎下腺Warthin腫瘍の1例
○山崎�浩史、青山�謙一、小嶋�玲奈、大鶴�光信

東海大学 医学部 付属大磯病院 口腔外科

P1-7-4 頬粘膜部小唾液腺に生じた唾液腺導管癌の１例
○逢坂�竜太 1）、藤本�泰広 1,2）、濱田�裕嗣 1,3）、水澤�伸仁 1,4）、渡辺�大介 1,4）、金子�明寛 1,4）

1）医療法人社団松和会　池上総合病院　歯科口腔外科、2）東京女子医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
3）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、4）東海大学医学部　外科学系口腔外科学領域

P1-7-5 AYA世代に発生した口腔粘表皮癌6例の治療経験
○�猪俣�徹 1）、荘司�洋文 1）、町田�智正 1）、北詰�栄里 1）、斎藤�圭輔 2）、岩田�洋 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

P1-7-6 頬線原発の分泌癌の1例
○瀬田�祥平、大澤�侑子、長谷川�大悟、内堀�雅博、� �
傳田�祐也、佐々木�剛史、加藤�久視、青木�隆幸、太田�嘉英、金子�明寛

東海大学医学部付属病院

1月23日㊍　16：30〜16：55� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：堀江 彰久（関東労災病院 歯科口腔外科）

P1-8-1 硬化性歯原性癌が疑われた下顎癌の２例
○�早田�麻衣 1,2）、佐野�孝昭 2）、小川�郁子 3）、石川�文隆 4）、新井�秀雄 5）、平戸�純子 6）、高山�優 1）、高田�隆 7）、
小山�徹也 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）群馬大学大学院医学系研究科病理診断学講座、
3）広島大学病院口腔検査センター、4）埼玉がんセンター病理診断科、5）都立駒込病院病理科、
6）公立富岡総合病院病理診断科、7）徳山大学

P1-8-2 明細胞性歯原性癌の3例
○仲宗根�敏幸、又吉�亮、加藤�大貴、砂川�奈緒、後藤�新平、宮本�昇

琉球大学　医学部　附属病院　歯科口腔外科

P1-8-3 エナメル上皮癌に対してセツキシマブ併用薬物療法を施行した1例
○中山�洋平、山川�延宏、柳生�貴裕、上田�順宏、高橋�佑佳、桐田�忠昭

奈良県立医科大学　口腔外科学講座

P1-8-4 頸動脈浸潤を伴う舌癌頸部再発に対しセツキシマブ併用化学療法・IMRTが著効した1例
○多田�晋也、末松�基生

明和病院　歯科口腔外科

P1-8-5 骨吸収抑制薬内服中の上顎歯肉癌の２症例：術後ＡＲＯＮＪの予防
○篠田�茉央、阿部�史佳、河野�辰行、川村�和弘、河野�憲司

大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座
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1月23日㊍　17：00〜17：25� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：宮﨑 晃亘（札幌医科大学医学部口腔外科学講座）

P1-9-1 上顎洞底粘膜を温存する上顎骨部分切除術
○田中�祐介、久保田�耕世、中川�祥、伊藤�良平、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

P1-9-2 日本における下顎区域切除後の顎関節再建の課題
○�早坂�純一 1）、野口�忠秀 2）、去川�俊二 3）、作山�葵 2）、杉浦�康史 2）、林�宏栄 2）、佐瀬�美和子 2）、�
神部�芳則 2）、伊藤�弘人 4）、草間�幹夫 5）、森�良之 2）

1）芳賀赤十字病院　歯科口腔外科、2）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
3）埼玉医科大学国際医療センター  形成外科、4）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
5）JCHO 東京蒲田医療センター　歯科口腔外科

P1-9-3 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、鈴木�啓佑、中村�英玄、牧口�貴哉

群馬大学医学部付属病院　歯科口腔・顎顔面外科

P1-9-4 舌に生じ術前化学療法が奏効せず再建手術を行った紡錘細胞扁平上皮癌の1例
○北畠�健裕、菅野�千敬、遠藤�学、金子�哲治、長谷川�博

福島県立医科大学附属病院　歯科口腔外科

P1-9-5 下顎骨関節突起切除症例の再建においてMitek Small Anchors systemを用いた1例
○林�信、上田�倫弘、新山�宗、馬場�貴

北海道がんセンター　口腔腫瘍外科

1月23日㊍　17：30〜17：55� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：飯野 光喜（山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座）

P1-10-1 原発巣切除9年後に頸部リンパ節後発転移を認めた頬粘膜扁平上皮癌の1例
○三上�俊彦 1）、船山�昭典 1）、金丸�祥平 1）、新美�奏恵 1）、林�孝文 2）、田沼�順一 3）、小林�正治 1）

1） 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、
2） 新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面再建学講座　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　顎顔面再建学講座　口腔病理学分野

P1-10-2 口腔扁平苔癬からの癌化が疑われた口腔扁平上皮癌の4例
○�山村�佳子 1）、大江�剛 1）、工藤�保誠 2）、栗尾�奈愛 1）、鎌田�久美子 1）、福田�直志 1）、工藤�景子 1）、�
眞野�隆充 1）、石丸�直澄 2）、宮本�洋二 1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野、2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野

P1-10-3 ロート状に浸潤した舌がんの2例
○舘原�誠晃 1）、佐藤�徹 1）、井出�信次 1）、藤永�桃歌 1）、伊藤�由美 2）、里村�一人 1）

1）鶴見大学　歯学部　口腔内科学講座、2）鶴見大学歯学部附属病院　病理診断科

P1-10-4 疼痛コントロールに苦慮した舌尖部転移肺がんの1例
○鈴木�大貴 1,2）、伊澤�和三 1）、中西�康大 2）

1）太田記念病院口腔外科、2）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、3）東海大学八王子病院口腔外科

P1-10-5 Abbe Flapを用いて再建手術を行った上唇癌の１例
○山本�大介、高倉�裕明、吉田�国弘、目瀬�浩

福山市民病院　歯科口腔外科
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1月23日㊍　16：30〜16：55� ポスター会場 一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：内田 育宏（日野市立病院口腔外科）

P1-11-1 上顎歯肉に発生した微小嚢胞性付属器癌の1例
○�栗尾�奈愛 1）、鎌田�久美子 1）、大江�剛 1）、横田�美保 1）、山村�佳子 1）、牛尾�綾 2）、工藤�保誠 2）、石丸�直
澄 2）、宮本�洋二 1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野、2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野

P1-11-2 舌に生じた内反性乳頭腫の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、石川�敬彬、井関�富雄

大阪歯科大学口腔外科学第一講座

P1-11-3 舌に生じた軟骨様脂肪腫の１例
○伊勢�幸智子 1）、逢坂�竜太 1）、濱田�裕嗣 1,2）、水澤�伸仁 1,2）、渡辺�大介 1,2）、金子�明寛 1,2）

1）医療法人社団松和会　池上総合病院　歯科口腔外科、2）東海大学医学部　外科学系口腔外科

P1-11-4 下顎骨に発生した孤立性神経線維腫の1例と文献的統合解析
○鈴木�啓佑、栗原�淳、小川�将、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

P1-11-5 下顎顎骨中心性悪性末梢神経鞘腫瘍の1例
○�勝田�秀行 1,2,3）、守谷 �崇 1,2）、倉澤�侑也 1,2）、齊藤�芳郎 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

1月24日㊎　13：15〜13：45� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 座長：大岩 伊知郎（名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科）

P2-1-1 口腔顎顔面領域における肉腫に関する多施設共同後ろ向き観察研究
○�小田切�宏樹 1）、山田�慎一 1）、長谷川�巧実 2,3）、柚鳥�宏和 3）、山川�延宏 4）、傳田�祐也 5）、伊藤�隆一 1）、�
大倉�正也 6）、柳本�惣市 3）、明石�昌也 2）、桐田�忠昭 4）、太田�嘉英 5）、梅田�正博 3）、栗田�浩 1）

1）信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室、　2）神戸大学医学部口腔外科学講座、
3）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、　4）奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座、
5）東海大学医学部口腔外科学、　6）大阪大学歯学部口腔外科学第一教室

P2-1-2 当科における口唇癌および口唇粘膜癌の臨床病理学的検討
○�金�裕純 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）、�
柳下�寿朗 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

P2-1-3 液状化検体細胞診の臨床的検討　─病理組織学的診断との関連について─
○安西�寛真 1）、大野�純 2,3）、橋本�憲一郎 1）、池邉�哲郎 4）、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）福岡歯科大学医科歯科総合病院　病理診断科、
3）福岡歯科大学　再生医学研究センター、4）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

P2-1-4 下顎歯肉扁平上皮癌における歯根膜進展の予測因子
○山口�高広、小川�将、栗原�淳、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

P2-1-5  口腔扁平上皮癌の脂肪浸潤予見因子の検討３、口腔扁平上皮癌の脂肪浸潤に関する免疫組織化学
的検討
○川本�真貴子、栗田�浩、宜保�隆彦、盛岡�昌史、近藤�英司、酒井�洋徳、山田�慎一

信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

P2-1-6  Stage1-2の舌扁平上皮癌におけるMRIによる深達度（DOI）と頸部リンパ節転移についての 
検討
○土肥�昭博、野口�忠秀、森�良之

自治医科大学歯科口腔外科学講座
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1月24日㊎　13：45〜14：15� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 座長：八木原 一博（埼玉県立がんセンター 口腔外科）

P2-2-1 当科における悪性黒色腫の臨床的検討
○村上�明希、筧�康正、船原�隆一郎、榊原�晶子、長谷川�巧実、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

P2-2-2 当科における口腔内唾液腺悪性腫瘍の臨床統計学的検討
○船原�隆一郎、筧�康正、村上�明希、長谷川�巧実、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

P2-2-3 当科における過去５年間の口腔扁平上皮癌の治療成績に関する臨床病理学的検討
○�山城�康太 1）、比地岡�浩志 1,2）、三島�優美子 1）、内野�祥徳 1）、中村�麻弥 1）、松村�吉晃 1）、久米�健一 1）、
後藤�雄一 1）、田中�昭彦 1）、別府�真広 1）、浜田�倫史 1,2）、杉浦�剛 1,2）

1） 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、
2） 鹿児島大学医学部歯学部附属病院　口腔顎顔面センター　口腔外科

P2-2-4 当科における過去5年間の口腔扁平上皮癌N0症例の臨床的検討
○武田�裕利、宮下�仁、北村�淳、齊藤�志都、黒田�佳奈子、森�士朗、山内�健介、永井�宏和、高橋�哲

東北大学大学院　歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野

P2-2-5 当科における10年間の頬粘膜扁平上皮癌の検討
○桂野�美貴、八木原�一博、炭野�淳、石井�純一、柴田�真理、金�裕純、原口�美穂子

埼玉県立がんセンター 口腔外科

P2-2-6 2012年から2018年の間に当院で一次治療を行った頬粘膜癌32例の検討
○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

1月24日㊎　14：15〜14：45� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 座長：山川 延宏（奈良県立医科大学 口腔外科学講座）

P2-3-1 当科における後期高齢者口腔癌治療の検討
○武田�幸彦 1,3）、村山�和義 1）、田村�隆希 1）、佐藤�英明 2）、二宮�一智 2）、戸谷�収二 2）、田中�彰 3）

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）横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学

P2-3-2 当科における口腔白板症の臨床統計的検討
○上田�剛生

沖縄県立中部病院　歯科口腔外科

P2-3-3 口腔扁平上皮癌における頸部リンパ節転移のチャート式画像診断とその評価
○�石田�喬之 1）、吉村�卓也 1）、品川�憲穂 1）、野村�綾子 1）、東�翔太朗 1）、宮脇�明彦 3）、比地岡�浩志 2）、�
久米�健一 2）、石畑�清秀 1）、野添�悦郎 1）、中村�典史 1）

1） 鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　先進治療科学専攻　顎顔面機能再建学講座　口腔顎顔面外科学分野、
2） 鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　先進治療科学専攻　顎顔面機能再建学講座　顎顔面疾患制御学分野、
3）産業医科大学歯科・口腔外科

P2-3-4  下顎再建術前simulation におけるCT画像のmetal artifact低減法 ─Cycle GANを拡張した 
AI の応用─
○�上田�順宏 1）、今井�裕一郎 2）、中尾�恵 3）、今西�勁峰 4）、山川�延宏 1）、柳生�貴裕 1）、松田�哲也 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）京都大学大学院　情報学研究科、
4）イーグロース株式会社

P2-3-5 上顎顎補綴に対する軟質リライン材の有効性について
○川北�晃子、森下�廣太、村田�真穂、柳本�惣市、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
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P2-3-6 骨格筋量減少が口腔癌皮弁再建患者の予後へ及ぼす影響
○山口�高広、牧口�貴哉、小川�将、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

1月24日㊎　13：15〜13：40� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 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）

P2-4-1 320列面検出器型CTによる頸部郭清術を伴う舌半側切除症例に対する嚥下時の舌骨運動の評価
○�中島�純子 1）、齋藤�寛一 2）、石井�悠佳里 1）、中澤�和真 1）、河地�誉 3）、大金�覚 3）、石崎�憲 1）、�
野村�武史 2）、高野�伸夫 3）、柴原�孝彦 3）、上田�貴之 1）

1）東京歯科大学　老年歯科補綴学講座、
2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンター

P2-4-2 下顎頭を形成しない腓骨による下顎再建術
○高野�昌士、佐藤�健彦、森本�真弘、牧野�修治郎

北斗病院　歯科口腔外科

P2-4-3 下顎再建における有用な移植骨配置デザイン方法
○�早坂�純一 1）、去川�俊二 2）、作山�葵 3）、中野�崇文 3）、杉浦�康史 3）、林�宏栄 3）、佐瀬�美和子 3）、�
野口�忠秀 3）、神部�芳則 3）、伊藤�弘人 4）、草間�幹夫 5）、森�良之 3）

1）芳賀赤十字病院　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、
3）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、4）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
5）JCHO 東京蒲田医療センター　歯科口腔外科

P2-4-4  口腔癌高齢患者における血管柄付き遊離皮弁再建症例の検討
○纐纈�衆、山隈�優、金氏�毅、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

P2-4-5 局所進行下顎歯肉癌の下顎離断症例に対する下唇非切開による原発切除の検討
○�小栗�千里、矢谷�実英、渡辺�大智、杉山�聡美、小杉�泰史、林�雄一郎、大橋�伸英、馬場�隼一、矢島�康治、
大屋�貴志、飯田�昌樹、岩井�俊憲、小泉�敏之、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

1月24日㊎　13：45〜14：15� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 座長：川又 均（獨協医科大学医学部口腔外科学講座）

P2-5-1 セツキシマブ投与患者におけるPETバイオマーカーを用いた治療効果予測
○金�舞 1）、小川�将 1）、清水�崇寛 1）、牧口�貴哉 1）、樋口�徹也 2）、対馬�義人 2）、横尾�聡 1）

1） 群馬大学大学院医学系研究科顎顔面外科学講座・形成外科学講座、
2）群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学

P2-5-2 当科における口腔癌に対するセツキシマブ、パクリタキセル併用療法の臨床的検討
○小林�淳一、五十嵐�友彦、中井�裕美、岡本�準也、清水�翔太、土橋�恵、宮崎�晃亘

札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座

P2-5-3 再発・転移頭頸部癌に対しNivolumabを使用した9例の検討
○岡本�準也、小林�淳一、中井�裕美、土橋�恵、清水�翔太、荻�和弘、宮崎�晃亘

札幌医科大学医学部口腔外科学講座

P2-5-4  再発転移口腔ガンに対する免疫チェックポイント阻害薬と殺細胞性抗癌剤とのスイッチ療法例の
検討
○篠崎�勝美、轟�圭太、喜久田�翔伍、田上�隆一郎、安陪�由思、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

P2-5-5 再発・転移口腔癌に対するNivolumab投与の使用経験
○大橋�祥浩 1）、加藤�晃一郎 1）、増田�千恵子 1）、熊谷�賢一 2）、川口�浩司 2）、堀江�彰久 1）、濱田�良樹 2）

1）関東労災病院　歯科口腔外科、2）鶴見大学　歯学部　口腔顎顔面外科学講座
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P2-5-6 緩和的治療としてのカルボプラチン動注化学療法の有用性について
○又吉�亮、仲宗根�敏幸、後藤�新平、仲西�奈穂、加藤�大貴、宮本�昇

琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科

1月24日㊎　13：15〜13：40� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 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）

P2-6-1 外部照射併用治療後、5年超で発症した口腔多発癌症例の臨床病理学的検討
○�柴田�真里 1,2）、八木原�一博 1）、炭野�淳 1）、石井�純一 1）、桂野�美貴 1）、金�裕純 1）、原口�美穂子 1）、�
柳下�寿郎 3）、石川�文隆 3）

1）埼玉県立がんセンター　口腔外科、2） 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、
3）埼玉県立がんセンター　病理診断科

P2-6-2  術前にS-1投与を行った口腔扁平上皮癌における生検・手術検体での簇出の変化と治療法との 
関係
○早田�麻衣 1,2）、佐野�孝昭 2）、越�浩美 2）、小山�徹也 2）、小川�将 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、
2）群馬大学大学院　医学系研究科　病理診断学講座

P2-6-3 口腔癌動注化学放射線療法における予後推定栄養指数の有用性
○久保田�耕世、伊藤�良平、田中�祐介、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

P2-6-4 進行口腔癌に対する逆行性動注化学療法併用陽子線治療：頸部リンパ節転移症例を含めた検討
○高山�香名子 1）、北畠�健司 1,2）、遠藤�大雅 2）、林�雄一郎 2）、來生�知 2）、光藤�健司 2）、不破�信和 3）

1） 総合南東北病院　放射線治療科／南東北がん陽子線治療センター、
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、3）伊勢赤十字病院　放射線治療科

P2-6-5 口腔癌に対する放射線治療における、スペーサー使用および補綴物除去の有効性の検討
○�井上�和繁 1）、平山�真敏 2,3）、吉田�遼司 2）、福間�大喜 2）、廣末�晃之 2）、永田�将士 2）、高橋�望 2,4）、�
有田�英生 2,5）、中山�秀樹 2）

1）熊本大学病院　歯科口腔外科、2）熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科学分野、
3）公立学校共済組合九州中央病院　歯科口腔外科、4）紀南病院　歯科口腔外科、5）飯塚病院　歯科口腔外科

1月24日㊎　14：15〜14：45� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 臨床研究 ］ 座長：大倉 正也（済生会松阪総合病院歯科口腔外科）

P2-7-1  ステロイドおよび免疫抑制剤長期投与患者に発症した口腔癌患者に関する疾患別サブグループ 
解析
○�清村�慶子 1）、古川�浩平 2）、鳴瀬�智史 2,3）、柳本�惣市 3）、土橋�宏輝 3）、宜保�隆彦 4）、山田�慎一 4）、�
栗田�浩 4）、梅田�正博 3）

1）長崎大学　歯学部、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）大村市民病院　歯科口腔外科、
4）信州大学医学部　歯科口腔外科

P2-7-2 当院の骨修飾薬投与患者のコホート調査と医科歯科連携の現状
○安部�貴大、藤原�夕子、小関�珠理亜、川上�大、小松�紀子、阿部�雅修、星�和人

東京大学　医学部附属病院　口腔顎顔面外科・矯正歯科

P2-7-3  口腔外科手術周術期における抗血栓療法患者に対するヘパリンブリッジの有効性に関する多施設
共同後ろ向き観察研究
○�後藤�弘一 1）、山田�慎一 1）、長谷川�巧実 2）、吉村�仁志 3）、五月女�さき子 4）、冨原�圭 5）、長谷川�温 6）、�
菱田�純代 7）、上田�順宏 8）、傳田�祐也 9）、岡本�健二郎 10）、明石�昌也 2）、近津�大地 6）、野口�誠 5）、�
太田�嘉英 9）、藤田�茂之 9,10）、渋谷�恭之 7）、桐田�忠昭 8）、梅田�正博 4）、栗田�浩 1）

1）信州大学　医学部　歯科口腔外科、2）神戸大学　医学部　歯科口腔学教室、
3）福井大学　医学部　感覚運動医学講座　歯科口腔外科学、
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）富山大学　医学部　歯科口腔外科学講座、
6）東京医科大学　医学部　口腔外科学分野、7）名古屋市立大学　医学部　口腔外科、
8）奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座、9）東海大学　医学部　口腔外科、
10）和歌山県立医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座
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P2-7-4 頭頸部化学放射線療法患者における口腔粘膜障害が周術期栄養状態に与える影響
○浅見�拓哉、金�舞、清水�崇寛、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

P2-7-5 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

P2-7-6 日本人の口腔扁平上皮癌における遺伝子発現解析
○大澤�侑子 1,2）、細道�一善 3）、内堀�雅博 1,2）、田中�正史 2）、太田�嘉英 1）、田嶋�敦 3）、木村�穰 2）

1）東海大学医学部付属病院 外科学系口腔外科、2）東海大学 医学部 基礎医学系 分子生命科学、
3）金沢大学 医薬保健研究域 医学系 革新ゲノム情報学分野

1月24日㊎　13：45〜14：15� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 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）

P2-8-1 口腔内に発症を認めた悪性リンパ腫の臨床的検討
○蒲原�麻菜、合島�玲央奈、森�啓輔、檀上�敦、山下�佳雄

佐賀大学　医学部　歯科口腔外科

P2-8-2 口蓋に発生した節外性辺縁帯リンパ腫の1例
○伊澤�和三 1）、鈴木�大貴 1,2）、中西�康大 1,3）

1）SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　歯科口腔外科、 2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東海大学医学部付属八王子病院　歯科口腔外科

P2-8-3 頬部に発生したMALTリンパ腫の1例
○平島�惣一、宮脇�昭彦、志渡澤�和佳、上田�大佑、秋森�俊行、大矢�亮一

産業医科大学病院　歯科・口腔外科

P2-8-4  メトトレキサートおよびヤヌスキナーゼ阻害剤を服用していたリウマチ患者に発症した 
医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患の１例
○竹下�祐香里 1）、杉山�悟郎 1）、大山�順子 1）、石井�広太郎 1）、熊丸�渉 1）、清島�保 2）、山田�朋弘 1）

1）九州大学　歯学部　顔面口腔外科、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

P2-8-5 Numb chin syndromeを契機に発見された前駆B細胞急性リンパ性白血病の一例
○薄木�崇介、吉岡�秀朗、栗本�聖之、小橋�寛薫

大阪労災病院　歯科口腔外科

P2-8-6  アルツハイマー型認知症患者の口腔内に生じた孤立性形質細胞腫に対して放射線治療が 
奏功した１例
○棚倉�万紀子 1）、武田�大介 2）、三谷�泉 1）、明石�昌也 2）

1）独立行政法人地域医療推進機構神戸中央病院　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

1月24日㊎　13：15〜13：40� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：関谷 秀樹（東邦大学医学部口腔外科）

P2-9-1 歯肉出血を主症状とし血液腫瘍性疾患を疑った壊血病の一例
○高橋�美穂、唐木田�一成、中西�康大、田村�優志、坂本�春生

東海大学　医学部付属八王子病院　口腔外科

P2-9-2 下顎歯肉に発生した限局性アミロイドーシスの1例
○林�樹、牧田�浩樹

中濃厚生病院　歯科口腔外科
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P2-9-3 舌に発生した腫瘍随伴型天疱瘡の１例
○仲西�奈穂、又吉�亮、加藤�大貴、仲宗根�敏幸

琉球大学　医学部　歯科口腔外科

P2-9-4 口外法により摘出した咬筋内血管奇形の1例
○�柳沼�貞之進 1,2）、渡部�雄貴 2）、金谷�佳明 2）、北畠�健裕 2）、菅野�千敬 2）、遠藤�学 2）、金子�哲治 2）、�
工藤�聖美 2）、佐久間�知子 2）、長谷川�博 2）

1）一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院、2）公立大学法人　福島県立医科大学附属病院　歯科口腔外科

P2-9-5 下顎頭に生じた中心性巨細胞肉芽腫の1例
○�奥田�哲史 1）、小野�重弘 1）、多田�美里 1）、石田�扶美 1）、水田�邦子 1）、植月�亮 1）、柿本�直也 2）、�
小川�郁子 3）、武知�正晃 1）

1）広島大学 大学院医系科学研究科 口腔外科、2）広島大学 大学院医系科学研究科 歯科放射線学、
3）広島大学病院 口腔検査センター

1月24日㊎　13：45〜14：10� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：長谷川 巧実（神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科）

P2-10-1 上顎歯肉に発生した微小嚢胞性付属器癌の1例
○�栗尾�奈愛 1）、鎌田�久美子 1）、大江�剛 1）、横田�美保 1）、山村�佳子 1）、牛尾�綾 2）、工藤�保誠 2）、�
石丸�直澄 2）、宮本�洋二 1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野、2）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔分子病態学分野

P2-10-2 上顎に発生したデスモイド型乳幼児線維腫症の1例
○大隅�麻貴子 1,2）、清水�崇寛 1）、高山�優 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）公立藤岡総合病院　歯科口腔外科

P2-10-3 下顎歯肉に発生した稀な神経外胚葉性腫瘍の1例
○加藤�大貴 1,2）、牧志�祥子 1,2）、又吉�亮 2）、仲西�奈穂 2）、仲宗根�敏幸 2）

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

P2-10-4 歯原性粘液線維腫の1例
○�森田�麻希 1）、堀部�桃子 1）、福島�麻子 2）、中村�知寿 1）、高島�裕之 1）、菱田�純代 1）、青木�尚史 1）、�
加藤�伸一郎 1）、深野�英夫 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）名古屋市立東部医療センター　歯科、3）名古屋市立西部医療センター　歯科口腔外科

P2-10-5 治療方針に難渋した口腔乳頭腫症の１例
○西村�奈穂、浜口�裕弘

八尾市立病院　歯科口腔外科

1月24日㊎　14：15〜14：40� ポスター会場　一橋講堂　2F 中会議場１・２

［ 症例報告 ］ 座長：志茂 剛（北海道医療大学歯学部 組織再建口腔外科学分野）

P2-11-1  下顎再建に用いた血管柄付遊離肩甲骨皮弁に植立したインプラント周囲に再発した 
下顎歯肉癌の1例
○柳田�健 1）、小栗�千里 1,2）、出田�ゆか 1）、大橋�伸英 1）、光永�幸代 1,2）、廣田�誠 3）、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）神奈川県立がんセンター　歯科口腔外科、
3） 横浜市立大学附属市民総合医療センター　歯科・口腔外科・矯正歯科

P2-11-2 口腔再建後の移植皮膚に発生した悪性腫瘍の1例と文献的統合解析
○金井�梢、鈴木�啓佑、小川�将、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

P2-11-3 口腔転移性悪性腫瘍5例の臨床的検討
○北村�淳、宮下�仁、黒田�佳奈子、野上�晋之介、森�士朗、山内�健介、永井�宏和、高橋�哲

東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野
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P2-11-4 舌癌術後に腋窩リンパ節およびルビエールリンパ節に転移をした1例
○�大金�覚 1）、河地�誉 1）、齋藤�寛一 1,2）、小坂井�絢子 1,3）、岩崎�敬大 1,3）、中澤�和真 1,4）、高野�正行 1,3）、�
野村�健志 1,2）、片倉�朗 1,5）、高野�伸夫 1）、柴原�孝彦 1,3）

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）東京歯科大学老年歯科補綴学講座、5）東京歯科大学 口腔病態外科学講座

P2-11-5 両側下顎歯肉癌の1例
○�八木原�一博 1）、炭野�淳 1）、石井�純一 1）、桂野�美貴 1）、柴田�真里 1,3）、金�裕純 1）、原口�美穂子 1）、�
松木�繁男 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、
3） 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
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特 別 講 演

唾液腺癌の病理診断：最近の進歩

◆ ◆ ◆

長尾 俊孝
東京医科大学人体病理学分野

1月24日㊎　11：10〜12：10　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
座長：長塚 仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）
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特別講演　1月24日㊎　11：10〜12：10

長尾 俊孝
東京医科大学人体病理学分野

 唾液腺癌はいわゆる希少がんに含まれるが、組織像がきわめて多彩であり、
それには数多くの腫瘍型や種々の組織亜型があるため、病理診断に難渋する
ことが少なくない。しかしながら、唾液腺癌の病理診断は、当該癌患者の治
療方針の決定や予後の予測に直結するため、実臨床においてきわめて重要で
ある。他臓器癌と同様に唾液腺癌においても病理診断は WHO 分類に基づい
て行うのが一般的である。2017 年にその改訂版が発刊されたが、これは 1972
年の第 1 版刊行以降、第 4 版目に相当する。2017 WHO 分類では、唾液腺癌
として 19 種類の腫瘍型がリストアップされている。今回の改訂で最も注目さ
れる点は、「分泌癌」が追加されたことである。それに加えて、新たに「導管
内癌」や「低分化癌」という名称の腫瘍型も登場した。さらには、多型低悪
性度腺癌は「多型腺癌」に名称変更され、嚢胞腺癌と粘液腺癌が腺癌 NOS に
包含された。唾液腺癌の病理診断においては、依然として HE 染色標本による

“読み”がその基本となるが、免疫組織化学染色や遺伝子解析が補助診断とし
てきわめて有用である。例えば、唾液腺導管癌では、AR が 95%以上の症例で
陽性、HER2 が約 40%の症例で強陽性（3+）となるため、これらの免疫組織
化学染色所見が本腫瘍の診断確定に役立つ。また、これらはそれぞれホルモ
ン療法や分子標的治療のコンパニオン診断としての側面も持つ。近年、遺伝
子異常の中でも染色体の転座によって形成される腫瘍型に特異的な融合遺伝
子が種々の唾液腺癌において次々と見出されており、注目を集めている。そ
の代表例として、CRTC1/3-MAML2（粘表皮癌）、MYB/MYBL1-NFIB（腺
様嚢胞癌）、ETV6-NTRK3/RET/MET（分泌癌）、EWSR1-ATF1/CREM

（明細胞癌）、NCOA4/TRIM27-RET（導管内癌）が挙げられる。これらの融
合遺伝子は、唾液腺癌において高い診断的価値を有するのみならず、有効な
治療標的となり得るなど、治療面においても将来的に意義を持ってくる可能
性が高い。その他にも、上皮筋上皮癌（HRAS）、基底細胞腺癌（CTNNB1）、
多型腺癌（PRKD1）においては、腫瘍特異性の高いホットスポット遺伝子点
突然変異が報告されている。元来病理診断は、標本上の形態像のみを捉えて
下されるものではなく、臨床所見や画像所見に加えて、蛋白・遺伝子レベル
の情報を総合的に把握して判断されるべきものであるが、唾液腺癌において
も分子病理学的アプローチが往々にして求められるようになってきた。本講
演では最新の知見を盛り込んだ唾液腺癌の病理診断の実際について解説する。

唾液腺癌の病理診断：最近の進歩
特
別
講
演
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現職名

東京医科大学人体病理学分野主任教授および病理診断科部長

学　歴

1991年3月　　弘前大学医学部卒業
1991年4月　　千葉大学大学院医学研究科（病理系病理学専攻）入学
1995年3月　　同上大学院修了

職　歴

1995年4月　　帝京大学医学部附属市原病院病理部助手
2000年4月　　同上講師
2001年8月　　東京医科大学病院病理部講師
2002年9月　　米国Mayo Clinic（Division of Anatomic Pathology）に留学
2008年5月　　東京医科大学病理診断学講座准教授
2009年1月　　東京医科大学人体病理学分野（名称変更）主任教授および

　　病理診断科部長
　　現在に至る

学会賞

1998年　　日本唾液腺学会　特別賞
1999年　　日本唾液腺学会　特別賞
2003年　　国際病理アカデミー日本支部　病理診断学術奨励賞
2004年　　日本病理学会　学術奨励賞
2005年　　日本病理学会　学術研究賞（A演説）
2005年　　日本唾液腺学会　奨励賞

所属学会

日本病理学会（学術評議員，コンサルタント頭頸部チームリーダー，英文誌常任刊行委員，
病理専門医制度運営委員），日本唾液腺学会（副理事長，評議員），日本頭頸部癌学会（代議員），
日本臨床細胞学会（2015-2018年度理事，評議員，前施設認定制度委員長），IAP日本支部（役
員）他

その他

・頭頸部腫瘍WHO分類第3版・4版編集委員
・Expert committee member: International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR)
・Associate Editor: Pathol Int

・ Editorial Board: Head Neck Pathol, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, Ann Clin  

Pathol, Austin J Cancer Clin Res

・ Reviewer: Int J Cancer, Cancer, Mod Pathol, Hum Pathol, Head Neck, Cancer Sci, Cancer 

Cytopathol, BMC Cancer, 他17英文誌
・国立がんセンターセンター病理診断コンサルタント
・重粒子線治療頭頸部腫瘍臨床研究班・班員
・The Best Doctors in Japan 2014-2019
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教 育 講 演

環境化学物質と口腔がん

◆ ◆ ◆

坂部 貢
東海大学　副学長（医系担当）・同　医学部長

1月23日㊍　11：05〜12：05　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
座長：太田 嘉英（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）
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 1990 年代に世論を巻き込んで大きな問題となったいわゆる「環境ホルモン
問題」（正式名：内分泌かく乱化学物質：EDCs）は、環境中に存在する EDCs
が、日常生活を通して我々の体内に入り、あたかもホルモンのような生理活
性を有して恒常性を破綻させるという、生命科学界に強いインパクトを与え
た。米国においては、NIH、EPA 等の公的機関が膨大な研究費を重点配分し
て、その科学的根拠の検証が進められた。その結果、EDCs の作用機構に関
する基礎研究に始まり、ヒト、野生動物を対象とした大規模疫学調査に至る
まで、貴重なアウトカムが得られ、１）生殖異変、２）アレルギー疾患、３）
発がん、４）子どもの発達障害、５）認知症等の関連性に関して話題となった。
 一方、歯科学領域においては、1990 年代、スペイン・グラナダ大学医学
部のニコラス・オレアらのグループが、光重合型レジン材料を口腔内に使用
することで、EDCs 作用を有するビスフェノール A（BPA）が唾液中に比
較的高濃度に溶出するとした研究論文の発表を行い、当時の歯学界を騒がせ
た（Olea N, Pulgar R, Perez P: Estrogenicity of resin-based composites and 
sealants used in dentistry. Environ Health Perspect, 104: 298-305, 1996）。同
時期に本邦では、BPA がポリカーボネート製の食器から溶出する可能性が指
摘され、横浜市教育委員会が市内の小学校で給食時に使用されているポリカ
ーボネート製食器の使用を中止したという事例があった。BPA は、化学的に
は女性ホルモン作用を有し、生殖異変や子どもの発達障害との関連性が示唆
されているが、乳がん細胞をはじめ、特に上皮系腫瘍の増殖に寄与すること
が証明されている。
 いわゆる「環境ホルモン問題」から約 20 年が経過し、ゲノム科学をはじめ
とした研究技術の飛躍的な進歩により、この問題は現在第 2 ステージを迎え
ている。世界的には、子どもの発達障害との関連性に特に注目が集まり、本
邦に於いても 2010 年から環境省を中心として「エコチル調査」（子どもの健康
と環境に関する全国調査）が進められているが、口腔がんも含めた「発がん」
との関連性にも注目が集まっている。
 本教育講演では、EDCs をはじめとした各種環境化学物質と「発がん」に焦
点を絞り、最近の研究成果を紹介しながら、「口腔がん」のリスクについて参
加者と議論したい。

坂部 貢
東海大学　副学長（医系担当）・同　医学部長

環境化学物質と口腔がん

教育講演　1月23日㊍　11：05〜12：05
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略　歴

1982年　東海大学医学部卒業
1988年　同　専任講師
1988年～1990年　米国タフツ大学　リサーチフェロー
1995年　東海大学医学部助教授
2000年　北里大学 北里研究所・臨床環境医学センター長、同　教授

　　東京医科歯科大学・客員教授、国立環境研究所客員研究員
2009年　東海大学医学部教授
2015年　同　教育計画部長
2016年　同　医学部長（現在まで）
2019年　東海大学 副学長（現在まで）

専門分野

環境生命医学、臨床環境医学、解剖学

学会・社会活動

日本臨床環境医学会　前理事長
日本免疫毒性学会　理事
日本解剖学会　学術評議員
日本衛生学会　評議員
日本環境ホルモン学会　評議員
日本神経眼科学会　評議員
日本リンパ学会　評議員　ほか

厚生労働省・シックハウス研究班長
環境省・環境中の微量化学による健康影響に関する研究推進委員長
国土交通省・知的生産性委員会・専門委員等　ほか

教
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◆ ◆ ◆

1月23日㊍　18：05〜18：35　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

住友 雅人
日本歯科医学会会長

日本歯科医学会の躍動的役割

日本歯科医学会会長講演
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 日本歯科医学会（以下、学会）は 1949 年に日本歯科医師会によって創設さ
れた、70 年の歴史を持つ、日本最大の学術団体である。現在、43 の分科会が
所属し、2019 年 3 月 31 日現在の会員実数は合計 103,044 名である。
 今日、医科と歯科は二元論のもとにある。医科の中の一科目としての歯科
であれば、これほど大きな組織にはなっていない。医科歯科連携という言葉
も存在せず、専門医名称も「歯科専門医」ひとつになっていただろう。歯科
医業として歯科医師に特化しているものは補綴、充填、歯科矯正だけだとい
われている。しかし、二元論下で独立した歯科医業を遂行するためには幅広
い隣接医学の習得が求められ、多くの専門分野が醸成されている。その証明
として日本歯科医学会には 43 もの専門性を有する分科会が加入しており、そ
れぞれの専門性を学会が担保しているのである。本分科会のように口腔に特
化するとはいえ、隣接医学に一段とかかわりのある分野も存在し、歯科にお
いてもより深い医学的知識、技術が求められる。これは二元論下の必然性と
もいうものである。そのうえで、医科歯科連携は重要である。
 ここでは学会に特化して述べるが、日本医学会とは設立過程や事業内容で
違いがある。たとえば、診療報酬改定に関わる医療技術提案書は学会に所属
する分科会から提案がなされているのであるが、その取りまとめを学会が担
っている。歯科は診療所形態が約 85%を占めることから、日本歯科医師会と
連携が取れるこの形が適当だと考えられている。今日、提案書の原案作りに
あたる各分科会もスキルアップが図られ、加えて、学会の歯科医療協議会が
関係方面と丁寧にコーディネートをしていることもあり、収載率、件数とも
高い水準を保っている。これは、学術組織としての学会が、日本の歯科医療、
とりわけ公的医療保険制度に大いに貢献していると評価されている。
 もう一つ大きな任務は、歯科医療現場への新技術導入のためのイノベーシ
ョンロードマップの作成である。2018 年 4 月に各分科会に対してイノベーシ
ョンテーマの提出を求めたところ、27 分科会から 156 のテーマが寄せられた。
2019 年 4 月に学会の重点研究委員会の諮問内容をその整理と社会発信とし、
現在、精力的に推進している。これは研究者、ものづくり企業、製販企業な
どにとっては宝の山の存在になり、歯科界活性化の機動力になるものと期待
されている。産業界を対象とした事業も学会の重要な役割となっている。

住友 雅人
日本歯科医学会会長

日本歯科医学会の躍動的役割

日本歯科医学会会長講演　1月23日㊍　18：05〜18：35
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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）日本歯科専門医機構理事長（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学講座

受　賞

The International Federation of Dental Anesthesiology Societies (IFDAS)
Horace Wells Award　2012
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◆ ◆ ◆

リハビリメイクから再建を考える
（未来の美）

◆ ◆ ◆

1月23日㊍　14：05〜15：35　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
　　　　　座長　元村 尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学）

　　　　　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）

コメンテーター　かづき れいこ（有限会社かづきれいこ　フェイシャルセラピスト／日本医科大学形成外科学教室非常勤講師）

パネルディスカッション

　口腔腫瘍切除に伴う組織欠損は、機能損失のみならず整容的喪失に直結する。癌が切除され生命

が守られたとしても、機能損失・整容的喪失が残存すれば人生は守られないというジレンマが生じ

る。しかし、悪性腫瘍切除後の再建においては、医療従事者のみならず、患者自身でさえも、容貌

に対する意識レベルが低く、かつ、その改善に対する動機づけが低い。また、様々な理由により、

術後の患者の精神的苦痛を押さえ込んだ再建が行われていることも事実である。しかし、円滑な対

人関係には communication skill が必要であり、communication skill において顔面形態およびその

表情は立派な機能として扱われる。そのため、満足し得る整容的・機能的（機能美）再建が必要不

可欠となる。もっとも、顔面変形をもたらす疾患の多くは生命危機を伴うものであり、あくまで初

回治療は原疾患の治療であることに論を俟たない。また、術後放射線療法や補助療法も必要となる。

したがって機能的・整容的なものも含めた術後障害については、技術的に可能な範囲内で後に治療

できることを患者に伝えてタッチアップサージャリーを行うこととなる。しかし手術には限界があ

り、その最終仕上げを再建手術以外で行うという概念も今後必要である。審美歯科的アプローチや

美容外科 ｢プチ整形｣、そしてリハビリメイクなどである。悪性腫瘍の切除による機能的損失や喪失

感をなくすことが再建手術の目標であったが、 “仕上げ”を意識することにより、患者の意欲、整容

的改善への欲求、そして生きることへの喜びが得られるようになる。

　本セッションでは、リハビリメイク主催者でありフェイシャルセラピストであるかづきれいこ氏

をコメンテーターとして、再建外科医、美容外科医、歯科補綴医、口腔外科医による“仕上げ”を

意識した口腔腫瘍治療について議論したい。
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頭頸部がん手術とリハビリメイク

コメンテーター：かづき れいこ

　がん治療によって、患者の外観は大きく変化する場合がある。抗がん剤治療による脱毛や肌のく

すみ、変色などは、その典型例である。口腔がんを含む頭頸部がんの切除手術により、患者の外観

は術前とは著しく異なるものとなり、「普通の外観」より著しく「劣る」状態になることがあり得る。

「普通の外観」を定義することは難しいが、それでも、「外観に何らかの異常があるために、その外

観に人の視線が集まる、又は人の視線が集まることを本人が意識せざるを得ない」というとき、そ

の外観は「普通ではない」と言えるのではないだろうか。このとき、「普通の外観」はいわばゼロの

状態であり、「普通ではない」のがマイナスの状態である。リハビリメイクの目的は、この「マイナ

ス」の外観を「ゼロ」の状態に戻すことである。

　がん患者にとって、またその治療にあたる医師にとって、最も重要な目標は救命である。切除手

術や抗がん剤治療などによって、命の危険が去ると、患者はその外観の変化を気にし始める。それ

は、回復のバロメーターと言えるかもしれない。なぜ外観を気にするようになるのだろうか？それ

は患者が元の生活に戻ろうとするからである。教師であれば再び教壇に立とうとし、会社員であれ

ば再び出社し、家庭でも家族とともに暖かい団欒を過ごしたいと考えるだろう。これを社会復帰と

いうなら、外観のマイナス変化は、患者の社会復帰を阻害する。しかし、もともと救命治療は、患

者の社会復帰を目的として救命しようとしたのではないだろうか？患者を寝たきりにするために救

命したのではあるまい。

　頭頸部がんの手術はとりわけ患者の外観に影響を与えるが、近年では、術後の整容性を考慮に入

れた対応がなされるようになってきている。頭頸部の切除手術後に完全に元の状態に戻すことは不

可能だが、リハビリメイクも一定の役割を果たすことができる。例えば、皮膚の移植手術後の肌の

色や質感の違いを、イエローの化粧下地を使ったり、被覆力の高い複数色のファンデーションを少

量ずつ重ねるように塗布するなどして、自然な状態に見えるようにすることができる。

　患者の状況によって術式にさまざまなバリエーションがあるように、リハビリメイクの適用も個

別の患者との一対一の対応がある。それは絵画に似ていると言ってもよい。特定の患者に対してリ

ハビリメイクによってどのような対応ができ得るかを知っておくことによって、どのような手術を

するのが整容的に患者の QOL を上げ得るのかを術前に検討することができる。リハビリメイクの活

用によって、患者に対する施術者の対応の選択肢が増えるのである。
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パネルディスカッション　1月23日㊍　14：05〜15：35

口腔再建後の外科修正：形を治す

○去川 俊二 1）、榎木 祐一郎 2）、勅使河原 大輔 3）、景山 大輔 1）、浅野 悠 1）、  
菅澤 正 2）、中塚 貴志 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

 口腔腫瘍切除に伴う軟部組織欠損に対する皮弁再建後の外科修正術における手術
計画と時期の問題を考察する。
 顔面変形の整容改善計画は下記の順序で行われるべきである。
 各パーツの位置を決める：下顔面の場合は下顎の輪郭と口唇・鼻翼の位置である。
口唇の位置のみならず、顔面高のバランスを決めるためにも咬合再建されている必
要があるが、口唇再建後に総義歯を挿入するのは非常に難しい。その上で、主に口
唇位置を決定する。オトガイ位置異常やオトガイ部皮膚もしくは口腔前庭短縮によ
る閉唇障害も下口唇位置異常であり、主に組織追加で修正する。口角位置異常のみ
であれば、Ｚ形成術を用いる。
 形を作る：鼻唇溝や口角の形態、頬部軟部組織の増量などである。溝はＺ形成や
皮下組織牽引で形成する。膨らみは組織移植でしか作ることができないので、即時
再建である程度の組織量が移植されていることが望ましい。
 表面を仕上げる：皮弁辺縁の瘢痕形成や、軽微な凹凸の修正である。上記ふたつ
の形態形成術には上皮成分の表面積を要することが多いため、上皮成分の切除は最
後に行うべきである。実際にはこのストラテジーで修正術を行うと、上皮成分を切
除する余裕がないことが多いので、炭酸ガスレーザーによる瘢痕形成が有用になる。
 手術時期は、即時再建後の浮腫と放射線治療が問題となる。放射線治療は明らか
に組織の状態を悪化させるので、これが計画されている場合は、術後 2-4 週での上
記 1 の小修正術は行うべきと考えている。これ以降では術後半年は外科治療を加え
ない。外科学的には修正術は遅ければ遅いほどやりやすいが、患者の早期回復希望
との兼ね合いで、術後 6 か月をひとつの目安としている。修正術は、患者が局所の
みの改善を希望することもあるが、顔面全体で整容性が改善するように計画するこ
とが望ましい。診察のたびに計画を練り直し、術式は直前に決定する。
 修正術の導入については、原疾患治療後に患者の訴えに対して行うのではなく、
原疾患治療前の説明で行うのが望ましい。顔面変形をもたらす疾患の多くは生命危
機を伴うものであり、あくまで初回治療は原疾患の治療であって整容改善術ではな
いことと、機能的なものも含めた術後障害については、技術的に可能な範囲内で後
に治療できることを伝える。

略　歴

1998年
　　 山形大学医学部卒業
2002年
　　 東京大学形成外科　助教
2004年
　　 国立がんセンター形成外科　

スタッフ
2006年
　　 自治医科大学形成外科　  

助教/講師
2010年
　　 ミュンヘン大学（独）  

口腔顎顔面外科留学
2018年
　　 埼玉医科大学国際医療センタ

ー形成外科准教授

資　格

医学博士
日本形成外科学会専門医・指導医
日本頭蓋顎顔面外科学会専門医

受賞歴

2016年
　　 第34回日本口腔腫瘍学会総

会・学術大会 優秀ポスター
賞

PD-1
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パネルディスカッション　1月23日㊍　14：05〜15：35

口唇・口唇周囲広範欠損に対する再建〜われわれはどこ
まで再建するべきか？〜

○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

【目的】口唇・口唇周囲は表情・飲食・構音・口腔内環境維持等の機能面のみなら
ず整容面においても非常に重要な役割を持つ．そのため，広範欠損症例であっても，
ハイレベルな整容を達成目標とした再建が行われるべきである．また，悪性腫瘍切
除再建では，根治性と整容面の両者に配慮したオンコプラスティックサージャリー
の概念が重要である．一方で，リハビリメイクは色みや凹凸のカバーに有用であ
り，再建後の更なる整容レベル向上の一助となる可能性が高い．現在当院で行って
いる腫瘍切除後の口唇・口唇周囲広範欠損における再建コンセプトと到達目標を供
覧しつつ，リハビリメイクの可能性についても議論したい．【対象・方法】2012 年
1 月から 2018 年 12 月までに行われた，癌切除後の口唇・口唇周囲広範欠損再建例
を検討した．正常人における赤唇，口角，頤唇溝，頤隆起，鼻唇溝などの口唇・口
唇周囲解剖と個性を再評価し，整容的再建の一助とした．とくに口角形態と頤唇溝
から隆起への形態に留意した再建を行った．【結論】口唇・口唇周囲の癌切除後広
範欠損では，遊離皮弁を workhorse とし，移植した十分量で血流良好な皮弁を土
台として整容面，機能面の更なる向上を目指した修正術を行なう二段階手術（Step 
surgery concept），を基本方針としている．移植した皮弁や周囲の局所皮弁を組み
合わせて，可及的に口輪筋（括約）機能と開口量の維持を達成する．同時に整容面
では，口角や赤唇の正常解剖を再考した再建と，個性や再建による変化に応じた個
別化再建が重要であると考えている．当院の再建コンセプトをリハビリメイクの可
能性からも再考していきたい．

出　身

神奈川県藤沢市（神奈川県立湘南
高校）

学　歴

2002年3月
　　神戸大学医学部医学科卒業
2013年3月
　　 神戸大学大学院医学系研究科

形成外科学　卒業

職　歴

2002年6月
　　 神戸大学医学部附属病院  

形成外科研修医　
2003年7月
　　 淀川キリスト教病院  

形成外科医員　
2006年8月
　　 神戸大学医学部附属病院  

形成外科医員　
2008年4月
　　 神戸大学附属病院　臨床助手
2009年4月
　　 淀川キリスト教病院  

形成外科科長
2011年5月
　　 群馬大学医学部附属病院  

口腔外科　助教
2013年7月
　　 群馬大学医学部附属病院  

口腔外科講師
2016年4月
　　 群馬大学医学部附属病院  

形成外科診療科長/診療教授
現在に至る

所属学会

日本形成外科学会
（慢性創傷ガイドライン委員，四
肢再建診療ガイドライン委員）
日本乳房オンコプラスティックサ
ージャリー学会　評議員

（保険委員，医療安全委員）
日本形成外科手術手技学会　理事
日本頭蓋顎顔面外科学会　代議員
日本創傷外科学会　評議員
北関東医学会　評議員

他所属学会

日本マイクロサージャリー学会，
頭頸部癌学会，日本口腔外科学会，
日本口腔腫瘍学会，日本乳癌学会，
日本褥瘡学会，日本臨床外科学会，
褥瘡学会

資　格

日本形成外科学会専門医指導医，
皮膚腫瘍外科分野指導医
日本創傷外科学会専門医，日本乳
房オンコプラスティックサージャ
リ-学会　責任医師
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頭頸部悪性腫瘍における Oncoplastic surgery

○元村 尚嗣
大阪市立大学大学院医学研究科　形成外科学

 Oncoplastic surgery とは、癌といえども術後の整容性は保たれるべきであると
いう概念で、90 年代末期より乳房温存手術への形成外科医の積極的な関与がヨー
ロッパの国の一部で見られるようになったのが始まりであると言われている。この
概念は、他部位の悪性腫瘍などでも導入されるべき非常に重要な概念であり、特に
頭頸部悪性腫瘍では考慮されるべきであると考える。しかし、悪性腫瘍切除後の再
建においては、医療従事者のみならず、患者自身でさえも、容貌に対する意識レベ
ルが低く、かつ、その改善に対する動機づけが低い。また、再発の発見が遅れる
などの理由により、術後の患者の精神的苦痛を押さえ込んだ再建が少なからず行わ
れている。しかし、円滑な対人関係には顔面形態およびその表情は立派な機能とし
て扱われる。そのため、満足し得る整容的・機能的（機能美）再建が必要不可欠と
なるが、あらゆる手術を組み合わせても完全な状態に戻すことは不可能で、最終
的に化粧という手段を用いて“仕上げる”必要も生じる。色調の違いは化粧を施術
することで改善が期待できるが、texture の違いは化粧で“仕上げる”ことが困難
であることが多い。そのため、我々は色調のみならず、texture をいかに再建する
かを重点的に考えてきた。再建手術における原則は、“The best tissue is the same 
tissue”であり、隣接する組織で被覆することが best であるという観点である。こ
れは色調および texture を考慮すれば当然であり、特に顔面を含む頭頸部領域はこ
の原則の最たる部位である。
 そこで我々は、頭頸部再建のなかでも顔面など露出部を含む部位の再建では、立
体的・機能的再建のための遠隔皮弁に顔面の局所皮弁あるいは植皮を組み合わせる
combined method を行うに至った。色調および texture を類似させ、最終的に化
粧で“仕上げる”ことで、患者さんの quality of life を維持 ･ 向上できると考えて
いる。悪性腫瘍の切除による機能的損失や喪失感をなくすことが再建手術の目標で
あったが、化粧による“仕上げ”を意識した再建手術を行うことにより、患者の意
欲、整容的改善への欲求、そして生きることへの喜びが得らようになった。そして、
患者がマスクやガーゼで創部を隠さずに生活がおくれるようになったときは、再建
外科医にとっても至上の喜びである。本パネルでは我々が行っている頭頸部悪性腫
瘍における oncoplastic surgery について報告する。

略　歴

1989年4月
　　 大阪市立大学医学部入学
1995年3月
　　 同大学卒業
1995年5月
　　 大阪市立大学形成外科入局
1995年9月
　　 浜松労災病院形成外科
1997年10月
　　 石切生喜病院形成外科
1999年10月
　　 天理よろづ相談所病院形成外

科
2001年10月
　　 大阪市立大学形成外科, 医員
2005年10月
　　 同大学形成外科, 講師 
2011年12月
　　 独 国Ludwig-Maximilians-

Universität München留学  
2014年1月
　　 大阪市立大学形成外科、准教

授 
2015年1月
　　 大阪市立大学形成外科、教授

学会評議員等役職

日本マイクロサージャリー学会評
議員
日本皮膚悪性腫瘍学会評議員
日本下肢救済・足病学会評議員
日本形成外科学会評議員
関西形成外科学会評議員
関西形成外科学会副代表世話人
日本創傷外科学会評理事
日本形成外科手術手技学会理事
日本頭蓋底外科学会評議員
日本頭蓋顎顔面外科学会代議員
日本頭頸部癌学会代議員

資格･学会認定医・専門医・指導医

医学博士学位取得
日本形成外科学会専門医
日本がん治療認定医機構　がん治
療認定医
日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指
導専門医
日本創傷外科学会専門医
日本下肢救済・足病学会認定師
日本形成外科学会小児形成外科分
野指導医
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頭頸部再建術後タッチアップとしての美容外科手技の導
入は、機能としての整容を向上させる

○原岡 剛一
神戸大学医学部附属病院　美容外科

 頭頸部には重要な機能を有した臓器が集中しており、再建に際して機能再建は重
要である。しかし患者は整容的に許容できない部分は人目から隠そうとするため、
整容欠損は機能欠損に等しい。つまり頭頸部において整容は機能であり、その再建
は重要である。そのため整容を向上させる仕上げの処置（タッチアップ）の果たす
役割は大きい。
 大侵襲である頭頸部再建手術を乗り越えてきた患者へのタッチアップは、低侵
襲、可能なら無侵襲であることが望ましい。無侵襲のリハビリメイクは優れたタッ
チアップの一つであるが、無侵襲である以上は限界がある。一方、美容外科には「プ
チ整形」と称される、低侵襲な施術があり、頭頸部再建のタッチアップに適してい
る可能性がある。
 我が国では美容外科と形成外科の生い立ちが異なるため、研修期間、卒後を通し
て形成外科医が美容外科を学べる機会は少なく、形成外科と美容外科のコラボレー
ションは十分ではなかった。が、2013 年の豊胸用乳房インプラントの乳房再建へ
の保険収載がパラダイムシフトとなり、再建外科医がインプラントを学びに、美容
外科の門を叩くこととなった。その結果インプラントだけでなく、脂肪注入、健側
乳房縮小術、アートメイクなど、多くの美容外科手技がタッチアップとして再建に
導入された。そして現在ではタッチアップなしの乳房再建は考えられないにまで、
重要な位置を占めており、美容外科手技の有用性は証明された。
 頭頸部再建においても、タッチアップとして美容外科手技の導入は有効と考え
る。特に脂肪注入は単に陥凹の改善だけでなく、表情の作成が期待できる。例えば
口唇は、微妙な凹凸により口唇に表情を作り出しているが、それを皮弁だけで再現
することは困難であろう。美容外科ではヒアルロン酸注入によって手軽に立体的変
化を加え、『ぷっくり唇』『アヒル口』『口角アップ』など、口唇形状に様々な変化を
与え、魅力的な口唇を作成している。これを再建外科に応用することで、再建した
口唇に魅力的な表情を作成できる可能性がある。ヒアルロン酸は数ヶ月で吸収され
消失するが、それを逆手にとり、まずヒアルロン酸を注入して効果を確認した上
で、脂肪を注入するといったシミュレーションも可能である。
 以上より、頭頸部再建にタッチアップとしての美容外科手技の導入は、リハビリ
メイクと補完的に機能でき、大きな可能性を秘めている。今後、検討する価値が十
分にあると考えた。

略　歴

1994年
　　 大阪市立大学医学部 卒業
1994年
　　 大阪市立大学 形成外科 臨床

研修医
2009年
　　 府中病院 形成外科 部長
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　　 神戸大学医学部附属病院 美

容外科 診療科長兼特命准教
授
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医
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顎義歯を用いた顔貌回復

○勅使河原 大輔
明海大学　歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野

 歯の欠損および支持歯槽骨である顎堤吸収は，特に無歯顎患者において，咬合高
径および口唇周囲軟部組織の緊張の低下を生じる結果，顔貌に大きく影響を及ぼ
す．義歯を用いた歯科補綴リハビリテーションでは咀嚼や嚥下などの口腔機能回復
に加え，顔貌に対する審美的な配慮も必要となる．
 顔貌，口唇周囲の下顔面部の豊隆（リップサポート）の回復には，軟部組織の豊
隆を口腔内より支持する前歯部人工歯および義歯床翼（フランジ）形態を付与する
ことにより行われている．顎堤吸収の程度を考慮した適切な人工歯排列およびフラ
ンジ形態の付与は，顎口腔機能回復およびリップサポートによる顔貌回復によって
機能および審美的に良好な治療結果が得られるとされている．一方で，腫瘍切除に
伴う顎欠損では，筋や粘膜などの軟部組織を伴う欠損，縫縮あるいは拘縮による術
後の形態変化および神経損傷による口腔周囲筋の弛緩などを生じることから，顔貌
の変形が大きくなるものの，補綴的再建による形態回復に制限が生じることも少な
くない．
 また，顎欠損に対する外科的再建は機能および審美的回復に優れるものの，歯列
形態の回復には顎義歯に代表される補綴的再建も必須となる。しかし，外科的再建
では欠損腔の閉鎖や顔貌などの整容面の回復を優先することから，選択された再建
方法によっては義歯の維持や機能時の挙動の制御が困難となることや，適切な歯列
回復のためスペースが不足するなどの問題が生じ，義歯を用いた補綴的再建にとっ
て不利な口腔形態となり，リップサポートの回復だけでなく義歯装着あるいは使用
自体が困難となる場合がある．
 腫瘍切除後の顎欠損形態は多様であり，それぞれの症例に応じた対応が必要であ
る．原疾患に対する適切な治療方法の選択だけでなく除後の機能および形態的再建
に対しても，切除外科医，再建外科医および補綴歯科医の連携によるチームアプロ
ーチが重要と考えている．
 整容性の回復が患者の QOL に直結しうる顎顔面領域の欠損に対する補綴的再
建，機能および形態回復に適した顎堤形態について，演者がこれまでに経験した症
例を介して提示させていただく．また，口腔癌患者のインターディシプリナリーア
プローチによる顔貌の形態回復について専門分野の先生方と議論させていただきた
い．

略　歴

2011年
　　 明海大学歯学部卒業
2017年
　　 明海大学大学院歯学研究科修

了
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　　 明海大学歯学部機能保存回復

学講座歯科補綴学分野　助教
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日本顎顔面補綴学会　代議員
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口腔がん治療における整容面の問題について

○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

 口腔顎顔面領域は、整容面では個人の identity に影響し、咀嚼や嚥下、構音など
の基本的な機能を担う、重要な部位である。口腔がん治療においては、その重要性
を十分に考慮した、より高度な治療がなされるべきである。
 腫瘍切除手術においては欠損した組織が再建可能になることにより、広範で確実
な腫瘍切除が可能となり、進行癌症例においても外科的切除が可能になってきてい
る。一方で、現在の再建技術では整容面・機能面ともに一定の限界があり、それを
これからどう乗り越えていくかが課題である。
 また、近年の進行口腔がん治療の変化はめざましく、効果的な化学放射線療法の
開発、粒子線治療や IMRT などの新たな放射線療法、新規抗がん剤や免疫チェッ
クポイント阻害薬の出現などが挙げられる。一方でこれらの治療により生存が可能
になった症例において、治療中・治療後の整容面の問題はサバイバーの QOL を著
しく下げうる側面であり、対応が必要と考えられる。
 現代社会ではライフスタイルも多様化しており、口腔がん患者においても、明確
なビジョンのもと，個々のライフスタイルやライフステージに合わせて治療を選択
できるように、整容面を含め、医療を取り巻くあらゆる環境の整備が求められる．
 
 このように多様化する口腔がん治療における、整容面の問題について、症例を供
覧し、「次の一手」を生み出す議論を試みたい。
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1996年
　　 東北大学歯学部　卒
2000年
　　 東京医科歯科大学大学院歯学
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口腔外科医員
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科長
2003年
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病院　医員
2007年
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歯学総合研究科　顎顔面外科
学分野　助教

2018年
　　 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　講師
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療認定医（歯科口腔外科）
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医
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◆ ◆ ◆

　Precision Medicine は、2015 年 1 月 20 日のオバマアメリカ合衆国大統領の一般教書演説におい

て、“Precision Medicine Initiative”が発表されて以来、次世代の医療において、欠くことのできな

いキーワードとなってきている。Precision Medicine（精密医療）とは、患者の個人レベルで最適

な治療方法を分析・選択し、それを施すことや、最先端の技術を用い、細胞を遺伝子レベルで分析し、

効果が期待できる薬のみを投与し、治療を行うこと定義されている。現在、本邦においてもゲノム

医療がスタートし、NGS 解析に基づいた治療法選択がいくつかの悪性腫瘍において行われるように

なってきている。しかし、口腔がんにおいてはバイオマーカーすら現状存在しておらず、Precision 

Medicine は遠い先の話のように聞こえる。そこで、今回、Precision Medicine の現状と未来につい

て会員に皆様と知識を共有し、その将来性を体感していただきたく本シンポジウムを企画した。

　今回のシンポジウムでは、選りすぐりの 5 名にシンポジストにご講演をお願いさせていただい

た。まず、国立がん研究センターから 3 名の専門家に講演を依頼した。本シンポジウムのコーディ

ネーターおよび座長の一人である本間先生からは、Precision Medicine の総論と今回のシンポジウ

ムの論点について、次に、バイオマーカー開発の専門家で口腔外科医の本田先生からは、再発ハイ

リスク群を層別化するバイオマーカー開発について、さらに、免疫創薬がご専門の工藤先生からは、

免疫チェックポイントに依存しないオンコイムノ・ドライバー分子を標的とする新たながん免疫療

法についてご講演頂く。続いて口腔外科からは、鹿児島大学の杉浦先生から、治療における時間軸

を重視したがん診断への試みについて、最後に、東海大学の内堀先生から口腔がんにおける Liquid 

biopsy への期待についてご講演いただく。

　本シンポジウムを通じて、Precision Medicine の現状を知っていただき、それに基づく未来のが

ん治療が現実的であることが伝われば幸いである。

1月23日㊍　9：05〜11：05　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
座長　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口腔外科学第二教室）

　　   座長　本間 義崇（国立がん研究センター中央病院　頭頸部内科）

Precision Medicine の現状と未来

シンポジウム1
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シンポジウム1　1月23日㊍　9：05〜11：05

頭頸部がんに対する薬物療法の開発と
日常診療における現状

○本間 義崇
国立がん研究センター中央病院・頭頸部内科

 頭頸部がんは、口腔・上 / 中 / 下咽頭・喉頭・鼻 / 副鼻腔・唾液腺・甲状腺領域
に発生する悪性腫瘍の総称であり、各部位において様々な組織型の腫瘍が発生す
る。頭頸部がんの治療開発の対象は頭頸部原発扁平上皮癌と甲状腺癌が主でありそ
の他の腫瘍についてはエビデンスレベルの高い標準治療は確立されていないのが現
状である。こうした状況のなか、網羅的遺伝子解析が保険診療として実施可能とな
り、上記のような標準治療の確立されていない腫瘍に対しても、遺伝子情報を基に
した臓器横断的な治療の選択肢が出来てきている。本発表では、続いての各エキス
パートからの発表に先立ち、各種頭頸部がんの治療の現状と問題点についてまとめ
ることで本セッションのディスカッション・ポイントを整理することを目標とする。

略　歴

2004年3月
　　札幌医科大学・医学部　卒業
2004年4月
　　 恵佑会（けいゆうかい）札幌

病院にて初期研修（スーパー
ローテート）

2006年4月
　　 恵佑会札幌病院　外科勤務

（消化器外科専攻）
2007年4月
　　 国立がんセンター中央病院

（当時の名称）食道外科レジ
デント

2009年10月
　　 腫瘍内科（消化管腫瘍専攻）

に転身
2010年4月
　　 国立がん研究センター中央病

院　腫瘍内科短期レジデント
2011年4月
　　 国立がん研究センター中央病

院　消化管内科・医員
2015年2月
　　 国立がん研究センター中央病

院　希少がん対策室員（消化
管腫瘍担当）併任

2018年4月
　　 国立がん研究センター中央病

院　頭頚部内科・医長
　　 消化管内科・希少がん対策室

員（消化管腫瘍担当）併任
 現在に至る

資　格

日本内科学会 内科専門医・日本
臨床腫瘍学会 薬物療法専門医

外部委員

・日本口腔腫瘍学会 口腔癌取扱
い規約検討委員会　委員

・日本頭頸部癌学会診療ガイドラ
イン委員会　委員

・ GIST診療ガイドライン委員会
委員

・ 膵/消化管神経内分泌腫瘍（NET）
診療ガイドライン委員会　委員

・ 十二指腸癌診療ガイドライン委
員会　委員
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シンポジウム1　1月23日㊍　9：05〜11：05

がんの転移活性を評価し再発ハイリスク群を
予測するバイオマーカーの臨床開発

○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

 後発転移を予防する目的に補助化学療法が実施されるが、そもそも原発巣が完全
に切除されているのであれば、後発転移の有無は腫瘍が持つ個性である転移活性に
よって左右される可能性が高い。すなわち、原発巣の腫瘍個性が分子生物学的にプ
ロファイルできれば、最適な補助化学療法に対する戦略を提供できる可能性がある。
 われわれは、高転移性の乳がん 1）、大腸がん 2）、卵巣がん 3）、膵がん 4）、肺がん 5）、
唾液腺がん 6）、舌がん 7）で遺伝子増幅するアクチン束状化分子 ACTN4 のクローニ
ングに成功した。ACTN4 タンパク質の高発現は、がん転移に必須な浸潤突起の形
成を惹起する。カナダで実施された非小細胞肺がんの補助化学療法に対するランダ
ム化比較試験のトランスクリプトームを用いたサブグループ解析では、ACTN4 の
高発現グループでのみに、補助化学療法の上乗せ効果が確認できた 8）。
 ACTN4 の遺伝子増幅を検出する FISH プローブを独自に開発し、I 期肺腺がん
の転移活性を予測し、適切な補助化学療法に資するバイオマーカーの臨床開発を
PMDA の対面助言を受けて開始した。現在、日本医科大学、東京医科大学、国が
ん中央病院と同研究所の共同研究で進めている。
 遺伝子増幅により後発転移を予測できるのは、非小細胞肺がんだけではない。口
腔がんについても後発転移ハイリスク集団を同定することで、適切な治療戦略を提
示できる可能性はある。本バイオマーカーの臨床的意義について紹介する。

【参考文献】
1） Honda K et al. J Cell Biol 140:1383-93, 1998.
2） Honda K et al. Gastroenterology 128:51-62, 2005.
3） Yamamoto S, Honda K. et al. Mod Pathol 20:1278-85, 2007.
4） Kikuchi S, Honda K, et al. Clin Cancer Res 14:5348-56, 2008.
5） Noro R, Honda K. et al. Ann Oncol. Oct;24（10）:2594-600, 2013.
6） Watabe Y, Honda K et al. Cancer Med. 2014 Jun;3（3）:613-22.
7） Kakuya T, Honda K et al. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 （17）31345-0. 201
8） Miura N, Honda K et al. Oncotarget. May 31;7（22）:33165-78, 2016.

略　歴

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、厚生労働技官、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、国立がん研究センタ
ー創薬臨床研究分野ユニット長を
経て、2019年より国立がん研究
センター研究所早期診断バイオマ
ーカー部門長。

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、東京歯科大学口腔
顎顔面外科学講座客員教授、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　長崎大学医歯薬学総合研究科
非常勤講師、日本大学松戸歯学部
非常勤講師
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シンポジウム1　1月23日㊍　9：05〜11：05

免疫チェックポイントに依存しないオンコイムノ・ドラ
イバー分子を標的とする新たながん免疫療法の可能性

○工藤 千恵
国立がん研究センター研究所　免疫創薬部門

 免疫システムとは本来、がんに抗して排除するための生体機能である。しかし、
その変調は様々な疾患を招き、ときにがんに至り、そのがんの出現によって機能は
低下、疲弊、不全化するだけでなく、異端な細胞は逆にがんの進展を促進する。近
年、免疫反応にブレーキが掛かる免疫抑制チェックポイント経路が明らかにされ、
そのシグナルを遮断する阻害剤が次々と臨床開発されているが、その有効性は一部
の患者に限定的である。この問題を克服すべく、有効性を予測・規定するバイオマ
ーカーの探索や既存治療との併用レジメの開発が行われており、遺伝子変異やマイ
クロサテライト不安定性などが有効性予測・規定因子として同定されてきたが、そ
もそも患者のごく一部に過ぎない。科学的エビデンスが十分に集積されないまま、
他剤との併用レジメが failure となる臨床試験も少なくない。つまり、従来法が奏
功しない残りの多くの患者を如何にして救済すべきか、この課題をクリアすること
が、未来のがん治療に大きな変革をもたらすに違いない。
 我々は長年の間、がん転移やがん幹細胞、加齢や生活習慣病など、がん治療を阻
む核心的問題をテーマにして、がん細胞、免疫細胞、間質細胞など様々な因子を体
系的に解析する TR 研究を進めてきた。これまでに、EMT を生じたがん幹細胞は
免疫システムを疲弊・破綻させ、EMT 終息後はさらに polyploidy という新たな変
身術を身に付けて生物学的・免疫学的に進化を遂げることを分子レベルで明らかに
してきた。この分子機序を制御するキー因子を標的とした阻害抗体薬も開発中であ
る。この治療法は、がんと免疫の両者を同時に制御して封じ込めるため、免疫機能
をうまくリプログラムして活性化することが可能であり、免疫チェックポイント阻
害治療耐性個体であっても、抗腫瘍効果を効率よく引き出してがんの進展を強く阻
むことができる。一般的に、がんと免疫、ゲノムと分子・細胞、マウスとヒトは
別々に解析されがちだが、この一見乖離するものを一緒に融合して同時に総合的に
解析したことが、生体内に存在する無数の因子が相互作用を繰り返して複雑化した
免疫ネットワークやがん難治性の攻略に結び付いたのかも知れない。本講演では、
これらの研究経緯や現在進めている舌がんの研究も交えて、がん免疫 Precision 
Medicine の現在と未来について基礎と臨床の両側面からお話ししたい。

略　歴

1995年
　　 東北大学大学院薬学研究科　

博士号取得
　　製薬企業研究所　主任研究員
2002年
　　米国立がん研究所（下記併任）
　　 Translational Research 

Program Staff Scientist
　　 Lab. Tumor Immunology & 

Biology　Staff Scientist
2006年　　
　　 慶應義塾大学医学部先端医科

学研究所　助教
2009年　　
　　 慶應義塾大学医学部先端医科

学研究所　専任講師
2015年　
　　 国立がん研究センター研究所

ユニット長

資 格

薬学博士

受賞歴

2004年　　
　　 US Federal Technology 

Transfer Award
2004年　　
　　 NIH Outstanding 

Performance Award
2005年　　
　　 NIH Outstanding 

Performance Award
2006年　　
　　日本低温医学会　最優秀賞
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○杉浦 剛
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

略　歴

1991年
　　大阪大学歯学部卒業
1995年
　　 大阪大学歯学部大学院歯学研

究科博士課程修了・歯学博士
1997年
　　 英国バーミンガム大学CRC

癌研究所研究員
1999年
　　 九州大学病院顔面口腔外科

（旧第２口腔外科）助手
2007年
　　 九州大学病院顔面口腔外科　

講師
2013年
　　 九州大学大学院顎顔面腫瘍制

御学分野　准教授
2014年
　　 鹿児島大学大学院顎顔面疾患

制御学分野　教授　
2016年
　　 鹿児島大学歯学部副学部長、

鹿児島大学病院病院長補佐、
鹿児島大学病院医療安全管理
部副部長（兼任）、鹿児島大
学病院口腔顎顔面センター長

資　格

歯学博士
日本口腔外科学会専門医・指導医・
代議員
日本口腔科学会専門医・指導医・
評議員
日本がん治療認定医機構がん治療
認定医（口腔外科）
口腔がん早期発見全国ネットワー
ク　理事

 がん治療におけるプレシジョンメディスンとは、現状では患者の層別化により個
別化と治療の適正化を行うことである。病理診断以上に多くの臨床情報が必要であ
り、精密診断の比重は大きい。精密診断の方法として NGS を活用したオンコパネ
ルによる遺伝子診断が実用化され保険収載されるに至っているが、標的遺伝子に対
する治療薬の不在、適応外使用の問題などにより、適切な治療にたどり着くことは
稀であり、治療成績の向上に寄与するには至っていないのが現状である。もう一つ
の問題は、診断に用いられる組織は多くが初発の原発巣由来であることである。癌
組織は多様な細胞集団から形成されており、可塑性をもち、治療の時間軸によって
大きく変化しており、現状ではこれを診断することはできない。
 我々は診断における時間軸を重視し、口腔癌の発症前から発癌、切除後の再発転
移をリアルタイムに精密に診断し、治療を開始することをコンセプトに、非侵襲的
精密診断法の開発を行っている。本シンポジウムでは患者の時間軸を重視した以下
の口腔癌精密診断と今後の可能性について報告する。

１．うがい液による口腔潜在的悪性疾患（OPMDs）および口腔癌の超早期診断
 口腔癌は希少がんであり、口腔がん検診にはそぐわないことが知られている。し
かしながら早期診断は現状で治療成績を向上させる有効手段である。そこで日本人
における保有率が 2.5％とされる OPMDs も検索対象として、その超早期診断方法
を開発した。うがい液から口腔剥離細胞を回収し、剥離細胞の DNA メチル化を指
標として口腔癌、OPMDs の診断を行うことが可能であった。

２．血清 miRNA をバイオマーカ―とする口腔癌のリアルタイムモニタリング
 癌由来の遺伝子が血中を循環していることが知られており、診断への応用が報告
されている。口腔癌においても数種の miRNA が特異的に量的変化をきたすことが
確認され、血中 miRNA による口腔癌の存在診断が可能であった。術後補助療法の
効果モニタリングや再発転移のモニタリングに応用可能と考えられた。

３．口腔癌循環癌細胞の分離によるリアルタイムシングルセル解析
 現状の次世代遺伝子診断の問題点はリアルタイム診断でないことである。前述の
ように癌細胞は可塑性で常に進化しているため、再発転移時にリアルタイムシング
ルセル解析を行い治療に反映させることを想定して現在システムの開発を行ってい
る。

患者時間軸を重視した非侵襲口腔癌精密診断と
リアルタイムモニタリング

S1-4
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○内堀 雅博 1）、大澤 侑子 1）、田中 正史 3）、木村 穣 2）

1）東海大学　医学部　口腔外科
2）東海大学総合医学研究所
3）東海大学　医学部

略　歴

2012年　3月
　　日本大学松戸歯学部卒業
2012年　4月
　　 東海大学医学部付属病院  

臨床研修医
2014年　4月
　　 東海大学大学院医学研究科入

学
2014年　4月
　　 東海大学医学部付属病院外科

学系口腔外科学 臨床助手
2018年　3月
　　 東海大学大学院医学研究科卒

業、医学博士取得
2018年　4月
　　 東海大学医学部付属病院外科

学系口腔外科学 助教

 近年の CT や MRI などの医療機器、技術の進歩に伴い、がんの早期発見が可能
となってきているが、それらにおいても検出限界がある。さらに、口腔がんの術後
は特に、解剖学的形態が大きく変化し、診察を行うことが難しい場面にしばしば
遭遇する。そこでわれわれは液体生検に注目した。通常、血液中には無細胞 DNA

（cell free DNA：cfDNA）が存在し、悪性腫瘍に罹患している患者の血液には腫
瘍細胞由来の血中循環腫瘍 DNA（circulating tumor DNA: ctDNA）が cfDNA 中
に含まれていることが知られている。cfDNA は子宮頸癌、大腸癌などさまざま
な領域で有用な検査になり得るとして注目、研究されている（Alix-Panabieres ら 
Annu,Rev,Med.2012）。口腔がんにおいても cfDNA をモニタリングすることで、画
像検査などで検出限界以下であったがんを検出することができる可能性があると考
えられる。現在われわれは、口腔癌における標的分子を同定し、それを cfDNA で
モニタリングすることによるオーダーメード治療の実現を目標に、標的分子の同
定のための解析も同時に行っている。特に、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
おり、今までの解析結果より、NOTCH1 が OSCC の標的分子となり得ると考えて
いる（Uchibori ら Oncol Rep,2017、Aoyama ら BBRC 2014）。cfDNA に関して、
濃度の経時的な変化を見ることで病態の予測が可能かどうかを検討するために、切
除前、切除後 1 週間、1 ヶ月、3 ヶ月と、経時的に cfDNA の濃度の推移を解析し
ている。また、われわれは豊富な OSCC 手術症例の新鮮凍結標本を保存しており、
cfDNA が腫瘍の遺伝学的特徴を反映しているかどうか確認すべく、次世代シーク
エンサーを用いて、これら新鮮凍結標本の腫瘍部と cfDNA の遺伝子解析を進行中
である。本発表では、われわれの今まで行ってきた NOTCH1 の解析の報告と、現
在行っている cfDNA の解析について発表する予定である。

口腔扁平上皮癌におけるLiquid biopsyへの期待S1-5
シンポジウム1　1月23日㊍　9：05〜11：05
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　近年、医療における AI（人工知能：Artificial intelligence）の導入が急速に広がりをみせていま

す。その要因として、膨大なデータ（Big Data）を高速に処理できるハードウェアの開発と、Deep 

Learning（深層学習）の登場、そして、AI の医療導入を強力に推進する日本国政府の方針や、社会

的機運の高まり等が上げられます。

　一方、口腔がん領域における AI の臨床応用については、現在、発展途上の段階にいると思われま

す。AI という言葉の一人歩きもあり、口腔がん治療に携わる臨床家にとって、未知な点も多いこと

から、少し遠い存在といったところもあると思われます。

　今回、太田大会長の御高配により、日本口腔腫瘍学会において、初めての「AI」をテーマとする

シンポジウムを開催する運びとなりました。シンポジストには、「医歯工・産学の融合」というサブ

タイトルの如く、口腔外科医、歯科放射線診断医、グローバル企業およびアカデミアの AI サイエン

ティスト等、多様な先生方を迎えました。大阪大学の平岡先生には、口腔がんの早期発見を目指し

た診断支援 AI について。愛知学院大学の有地先生には、頚部リンパ節転移の放射線画像診断 AI に

ついて。（株）NEC の喜友名先生には、国立がん研究センターにおける病理診断 AI の開発について

ご講演いただき、大阪大学サイバーメディアセンターの李先生には、次世代臨床家育成のための AI

教育と、スーパーコンピューターの活用事例についてご講演いただきます。

　本シンポジウムが、口腔がん治療に関わるすべての方々にとって未来へ向けた、epoch-making な

ものになるよう、参加者の先生方の活発な討論を期待したいと考えます。

1月23日㊍　16：30〜18：00　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
座長　平岡 慎一郎（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室）

　　　　　　　　 座長　森 泰昌（国立がん研究センター中央病院　病理診断科）

口腔がん医療の未来へ向けた AI の活用
～医歯工・産学の融合～

シンポジウム2

◆ ◆ ◆
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臨床診断 
〜口腔粘膜疾患診断支援AIの研究開発〜

○平岡 慎一郎 1）、川村 晃平 1）、鵜澤 成一 2）、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）大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室

 口腔がんは、特に初期の場合、適切な診断に苦慮することが多く、実臨床でさら
なる精査が必要なのか、このまま経過観察で良いのかについて判断に迷うことも多
い。初期の口腔がんと鑑別が必要な口内炎、白板症は、発症したとしても「そのう
ち治るだろう」と医療機関を受診することが少なく、また受診したとしても、一次
医療機関では、経過観察のみとされる症例も散見される。多くの消化器がんと異な
り、口腔がんは自身で開口すれば目視で観察可能であり、早期発見が可能にもかか
わらず、発見時にはすでに切除不能なほど進展していることも多く経験する。そし
て、このような進展例の生命予後は未だに不良である。口腔がんにおいては、現在、
原因遺伝子が特定されておらず、劇的に治療成績を向上させる治療法は確立されて
いない。このことから我々は、早期発見に重点を置く簡便なシステムの開発が、口
腔がんの治療成績の向上に対して、極めて有益であると考え、DeepLearning の技
術を用いた口腔粘膜疾患診断支援 AI の研究開発に着手した。本研究スキームに重
要なのは、患者データと、開発環境である。研究代表機関である大阪大学において
も、多くのデジタル化された口腔粘膜疾患の写真を保有しているが、内視鏡写真
や、X 線画像のように日常臨床上、全症例で取得するものではなく、疾患ごとに保
有するデータ数や撮影条件によるバイアスが存在する。そのためさらなる精度向上
をはかるため、全国の臨床研究機関に協力を頂き、多施設共同研究を開始し、現在
20000 枚以上が収集済である。それらの写真から、臨床医が適切な写真を抽出、診
断情報毎に分類をしたデータセットを作成した。研究速度の向上、効率化を図るた
め、開発ハードウェアとして、スーパーコンピュータを使用し、主に畳み込みニュ
ーラルネットワーク（CNN）等を用いて診断支援モデルの構築を行っている。現
在約 90％の精度が得られているが、一次医療機関にむけたスクリーニングシステ
ムとしての社会実装のために、より高精度のシステム開発を行うべく、プロジェク
トをすすめている。しかしながら研究開発上の課題も多い。本シンポジウムでは、
研究開発の現状および、課題について議論できればと考えている。

略　歴

2002年
　　 広島大学歯学部歯学科卒業
　　 大阪大学大学院歯学研究科口

腔外科学第一教室入学
2006年
　　 大阪大学大学院歯学研究科修

了　
　　 労働者健康安全機構　関西労

災病院　歯科口腔外科　レジ
デント

2008年
　　 労働者健康安全機構　関西労

災病院　歯科口腔外科　医長
2011年
　　 大阪大学歯学部附属病院第一

口腔外科　医員
2012年
　　 4-6月　University of Texas 

M D  A n d e r s o n  C a n c e r 
Center, Dept of Head＆Neck 
Surgery, Oral Oncology　 留
学

2013年
　　 大阪大学大学院歯学研究科口

腔外科学第一教室　助教

資　格

（日本口腔外科学会）
　　 口腔外科専門医・指導医

（ I n t e r n a t i o n a l  B o a r d  f o r 
Certification of Specialists in 
Oral and Maxillofacial Surgery）
　　 国際口腔顎顔面外科専門医

（がん治療認定医機構）
　　 がん治療認定医（歯科口腔外

科）
（日本静脈経腸栄養学会）
　　 学術評議員、認定歯科医師

（日本化学療法学会）
　　 抗菌化学療法指導医、認定歯

科医師
（ICD制度協議会）
　　 ICD

（厚生労働省）
　　 歯科医師臨床研修指導医

（日本メディカルAI学会）
　　 機械学習・深層学習基礎コー

ス、メディカルAI専門コース
修了

（日本ディープラーニング協会）
　　 JDLA Deep Learning for 

GENERAL　ジェネラリスト

受賞歴

2004年
　　 第6回アジア口腔顎顔面外科

学会　優秀演題賞
2004年
　　 第49回日本口腔外科学会総

会・学術大会　ゴールドリボ
ン賞

2016年
　　 大阪大学歯学部附属病院　病

院長賞（診療分野）
2017年
　　 第62回日本口腔外科学会総

会・学術大会　ゴールドリボ
ン賞

S2-1
シンポジウム2　1月23日㊍　16：30〜18：00
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略　歴

1986年
　　九州大学歯学部卒業
1986年
　　 九州大学歯学部附属病院  

医員（歯科放射線科）　
1991年
　　 九州大学歯学部  

助手（歯科放射線学講座）
1993年
　　 長崎大学歯学部  

助手（歯科放射線学講座）
1996年
　　 愛知学院大学歯学部　非常勤

講師（歯科放射線学講座）
1998年
　　 愛知学院大学歯学部　助手

（歯科放射線学講座）
1999年
　　 愛知学院大学歯学部　講師

（歯科放射線学講座）　
2007年
　　 ハーバード大学マサチューセ

ッツ眼耳鼻科病院　在外研究
留学（放射線科）

2014年
　　 愛知学院大学歯学部　准教授

（歯科放射線学講座）　
 ～現在に至る

資　格

博士（歯学）
第2種（一般）放射線取扱主任者
試験合格
歯科放射線　認定医・専門医・指
導医
日本口腔科学会　認定医

受賞歴

2004年
　　 日本歯科放射線学会平成15

年度会長推薦論文賞
2011年
　　 日本歯科放射線学会学会賞優

秀論文賞
2013年
　　 第31回日本口腔腫瘍学会総

会・学術大会　優秀ポスター
賞

2017年
　　 Winner of 2017 Journal of 

Endodontics Awards (Co-
author)

2017年
　　 2017 Best Paper Awards of 

Oral Surgery, Oral Medicine, 
Oral Pathology and Oral 
Radiology (Corresponding 
author)

2018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

2018年
　　 2018 Prize for the Best 

Article, Asian Association 
of Oral and Maxillofacial 
Radiology

 近年、画像診断の「がん見落とし」のニュースが報道されることがある。がん見
落としは個人の生命予後に大きく関わる。CT や MRI は早期がんの検出に優れて
いるが、1 検査あたり 300 枚～ 500 枚と情報量が膨大であり、偶発的な重要所見を
見落とす可能性がある。そこで第 3 の目として注目されているのが人工知能による
画像診断支援である。厚生労働省は保険医療分野における人工知能の活用にむけて
重点 6 領域（ゲノム医療、画像診断支援、診断・治療支援、医薬品開発、介護・認
知症、手術支援）を選定し、研究開発を推奨している。歯科分野でもこれらの領域
の研究開発は重要と考えられる。
 当講座では 2017 年から人工知能ディープラーニングシステムを導入した。既存
のニューラルネットワークを利用して、顎顔面領域の画像診断の研究を進めてき
た。本シンポジウムでは頸部リンパ節転移を主題として、クラス分類（病変の診断）
のワークフローを紹介しながら結果を提示していく。
 まず、口腔癌の頸部リンパ節転移におけるディープラーニングの診断能を検討し
た。１群（転移陽性リンパ節）と０群（転移陰性リンパ節）の CT 切り出し像をト
レーニングシステム DIGITS に入力し、ネットワーク AlexNet を使って 150 エポ
ックの学習を行わせた。テストデータで学習モデルの精度を評価した結果、ROC
曲線下面積（AUC） 0.80、正診率 78.2％、感度 75.4％、特異度 81.0％であり、歯科
放射線科医に近い診断能を得ることができた。次に頸部リンパ節転移の節外浸潤を
検討した。CT は節外浸潤の有無に関する正確な情報を提供できないとされている
ので、これにもディープラーニングを適応してみた。その結果、AUC 0.82、正診
率 84.0％、感度 66.9％、特異度 89.7％を得て、歯科放射線科医による画像所見に基
づいた診断能より高く、画像診断支援の可能性が示された。さらに、舌癌の頸部リ
ンパ節の後発転移を予測する因子として、初診時の腫瘍深達度（DOI）と舌癌超音
波像のディープラーニングを検討した。その結果、ディープラーニングでは AUC 
0.88、正診率 85.9％、感度 84.0％、特異度 87.1％を得て、後発転移の予測因子の深
達度、浸潤形態や血流情報も学習している可能性が示された。
 最後に今後の画像診断支援の可能性についても言及する。

○有地 淑子
愛知学院大学　歯学部　歯科放射線学講座

放射線画像診断　 
〜口腔がんの画像診断支援の可能性〜

S2-2
シンポジウム2　1月23日㊍　16：30〜18：00
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病理診断
〜 AI による病理画像解析の現状と課題〜

○喜友名 朝春
日本電気株式会社 デジタルヘルスケア事業開発室

 近年，人工知能（Artificial Intelligence, 以下 AI）がさまざまな分野で応用され
るようになっている．病理分野においては，2016 年に行われた転移性乳がんの診
断コンテスト（CAMELYON16） で 1 位となったチームの成績が，人間の病理医を
上回ったことが話題となった．未学習画像 129 枚 （リンパ節転移あり 49 枚，なし
80 枚） でテストした結果，AI は感度 93.8%，特異度 98.7%の精度で検出できた．
同じ画像に対する病理医 11 人の平均値は，感度 62.8%，特異度 98.5% （ただし 2 時
間の時間制限付きの場合）であり，この結果によって，一時は人間の病理医が将来
的に不要となるという未来予測がなされたこともあった．しかし 2012 年の深層学
習（Deep Learning）の発明以来，病理画像に関する応用研究が多数なされている
にもかかわらず，一部の研究用途を除いて AI が実際の臨床現場で日常的に使われ
ているケースはほとんど聞かれない．その大きな理由のひとつは，研究フェーズで
比較的少数（100 ～ 1000 症例程度）のデータを用いて良好な結果が得られたモデ
ルでも，実臨床において大量データ（たとえば 10,000 症例超）に適用した場合に
同等な精度が得られないことが多いという点にある．実臨床で期待された精度が得
られない要因は，開発時に用いたデータに対し，AI が過度に適合してしまうこと，
いわゆる過学習（Overfitting）に起因すると考えられる．特に病理画像においては，
組織形態そのものの多様性に加え，データを供給する施設間の染色差，スライドガ
ラスを画像化するときに用いられた画像取り込み装置の違い等により，画質の変動
幅が大きく，その変動をカバーできるような大量の学習データを用意することが難
しい．また学習データには，画像のどこに腫瘍があるのか，詳細なアノテーション
を付ける必要があり，専門的な病理知識を持つエキスパート（病理医）を長時間拘
束する作業を伴う．それでもなお，病理分野における AI 応用は大きな可能性を持
っており，癌の検出にとどまらず，予後の予測や治療法選択など，より AI が適し
た分野があるはずである．上記課題を克服し，真に臨床現場で有用な AI を確立す
るために，どのような方策が試みられているか，その具体例を紹介し，病理分野に
おける AI 応用の可能性について議論したい．

略　歴

1990年
　　 琉球大学大学院理学研究科終

了
　 同年
　　日本電気株式会社入社
1995年
　　 ニューヨーク大学（米国）客

員研究員（神経科学センター）
2008年
　　 九州大学大学院システム情報

科学府より博士号取得（工学）
2019年
　　 日本電気株式会社デジタルヘ

ルスケア事業開発室 シニア
エキスパート．現在に至る

資 格

　　博士（工学）
　　情報処理学会認定情報技術者

受賞歴

2016年
　　 地方発明賞奨励賞（病理画像

解析システム）

S2-3
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次世代歯科系臨床家育成へ向けたAI教育と
スーパーコンピュータとの連携

○李 天鎬
大阪大学サイバーメディアセンター　先進高性能計算機　システムアーキテクチャ共同研究部門

 近年、人工知能（AI）技術は急速に発展しており、その応用が進むことで、産
業を初め農業、社会インフラ、健康・医療領域などに大きな影響を与えている。歯
科臨床現場においても、病変の検知・診断・治療補助など様々なタスクに利活用さ
れ始めており、より複数のデータ源から多種多様なデータを効率的に集約すること
で高速・高精度な解析ができる高性能ビッグデータ分析への期待と関心が高まって
いる。大阪大学サイバーメディアセンターでは、大規模高性能計算機、いわゆるス
ーパーコンピュータの計算資源を提供し、AI 技術の根幹をなす機械学習とビッグ
データ分析を必要とする研究促進に貢献している。しかし、AI 技術を柔軟に利活
用できる人材は未だ不足しており、人材育成およびスーパーコンピュータの有効活
用が十分なされているとは言い難い。本演題では、まず大阪大学サイバーメディア
センターで行われたいくつかの歯科系 AI プロジェクトとスーパーコンピューター
の利用実績について報告し、プロジェクトの経験から明らかになった課題を共有す
る。その後、医用 AI が普及する歯科臨床現場において、次世代歯科系臨床家に今
後必要とされるスキルと教育・人材育成のあり方について、データ駆動型科学の紹
介を交えつつ提案する。

略　歴

2010年
　　 ボストン州立大学マサチュー

セッツ校卒業 情報科学博士
2011年
　　 南洋工科大学 博士研究員
2014年
　　シ ンガポール国立大学 シニ

ア研究員
2016年
　　 大阪大学サイバーメディアセ

ンター 特任准教授
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　第 3 期がん対策推進基本計画ではライフステージに応じたがん対策が必要と記され、高齢者のが

ん診療に関する診療ガイドラインの策定が急務とされている。しかし、口腔癌ではこれまで高齢者

を対象とした臨床研究はほとんど見られず、治療例の報告も、すでに標準治療に fit した患者を対象

としたものである。高齢口腔癌患者に対して治療前のアセスメントやそれに基づいた治療の適否、

治療法の選択、使用薬剤の減量等の判断についての検討はほとんど認められない。

　2019 年 10 月 26 日（札幌）の日本口腔外科学会学術総会でのシンポジウム３「高齢口腔癌患者

の治療」では、口腔外科での高齢口腔癌の治療状況、高齢者の特徴、アセスメントの方法を紹介し

ていただき、高齢がん患者の特徴を始めとした基礎的事項と高齢者に対するアセスメントの必要性

について周知を図った。

　本シンポジウムでは、実際の口腔がん、頭頸部がん患者に対するアセスメントの実際を各シンポ

ジストに講演して頂く予定である。

　討論では、高齢口腔がん患者の実例を提示し、シンポジストとともに治療指針についてのディス

カッションを予定したいと考えている。本シンポジウムを元として「高齢口腔癌治療に対する診療

ガイドライン作成」に発展することを期待する。

1月24日㊎　13：25〜14：55　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
　　　　　　　　　　　座長　上田 倫弘（北海道がんセンター口腔腫瘍外科）

座長　田村 和夫（福岡大学医学部総合医学研究センター）

高齢者における口腔がん治療の適： 
年齢、PS に続く指標は？

シンポジウム3
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シンポジウム3　1月24日㊎　13：25〜14：55

QOLから考えた高齢者口腔がん治療

○青木 隆幸
東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域

 内閣府によると 2016 年度、総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合は 27.7％、
75 歳以上人口の割合は 13.3％に達している。2017 年の国立がん研究センターがん
情報サービスによると、がんで死亡する患者の 86.4%は 65 歳以上高齢者であり、
年々増加する傾向にある。口腔がんの罹患数、死亡率も増加しており、各施設にお
いて高齢者口腔がん患者を治療する機会が増えていると推察される。
 一般的に、高齢者は身体機能の低下、認知機能の低下、併存疾患の存在、生活機
能の低下、経済的問題、社会・家族との関わりの変化など多様な背景を抱えている。
核家族した現代では、独居、老老世帯、施設入所の高齢者が増加している。そのた
め、高齢者に対してがん治療を行う際、これらを十分配慮し、一定の基準を設定す
ることが求められている。
 口腔がん患者に特徴的な機能障害として、摂食嚥下機能、構語障害、顔貌への影
響があげられる。身体機能が低下した高齢者では、術後に誤嚥性肺炎を併発するリ
スクが高く、中には胃瘻や気管カニューレを挿入した生活を余儀なくされている患
者も散見される。高齢になるにつれ、意思決定能力の低下が生じるため、治療方針
の立案に苦慮することも多い。
 近年、健康概念のパラダイムシフトし、健康寿命を重視する傾向にある。患者の
自立性を尊重した治療が望まれており、治療のアウトカムも医療者によるアウトカ
ム評価に加え、患者自身の主観的評価（Patient Reported Outcome：PRO）が重
視されるようになってきた。では、高齢者口腔がん患者は、医療に何を望んでいる
のか？高齢者の PRO は、若年者とは若干異なっているように思われる。PRO のひ
とつである QOL を解析することで、高齢者口腔がん患者に求められる治療を探り
たいと考える。

略　歴

1992年3月
　　 日本歯科大学歯学部卒業
1992年6月
　　 東海大学医学部付属病院 　 

臨床研修医
1994年4月
　　 東海大学医学部付属病院口腔

外科　臨床助手
1997年4月
　　 東海大学医学部口腔外科学教

室　助手
　　 いわき市立総合磐城共立病院

歯科口腔外科（出向）（至：
2001年3月）

2003年4月
　　 東海大学医学部外科学系口腔

外科学領域　講師
2009年4月～現在
　　 東海大学医学部外科学系口腔

外科学領域　准教授

資　格

博士（歯学）
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）
日本顎関節学会認定　顎関節専門
医
インフェクションコントロールド
クター
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 超高齢社会である現在，高齢者の口腔癌患者は増加している．これらの患者では
予備力の低下，併存疾患の存在などの身体的，生物学的，生理的，精神的な問題に
加えて社会的問題を抱えていることが多く，口腔癌治療において治療方針の決定な
どの対応に苦慮することも少なくない．しかしながら，指針となる高齢口腔癌患者
に対する診療ガイドラインは存在しない．われわれは，高齢患者の治療成績の指標
として，健康余命・自立期間（生命予後および病的状態を考慮に入れた総合的健康
指標）に注目し，後期高齢口腔癌患者において検討を行った．その結果，早期癌で
はほとんどの患者が標準治療を受けており，その健康余命・自立期間は良好であっ
た．進行癌患者では，75-79 歳で標準治療が行われた患者では健康余命・自立期間
は良好であったが，80 歳以上では健康余命・自立期間は１年未満であり，積極的
な治療の意義は少ないようであった．これらの結果から，後期高齢口腔癌患者の治
療を検討する際に，健康余命・自立期間が重要な指標となる可能性や治療選択の上
で高齢者の機能評価の必要性が示された．
 次に，標準治療が可能である，いわゆる“Fit”と標準治療より治療強度が低い
治療が適用となる“Vulnerable”な高齢患者を明らかにすることを目的に G8 スク
リーニングツールを用いて検討した．Stage I/II の高齢口腔癌患者では G8 スコア
が 11.5 以上の患者の 5 年自立生存率は G8 スコアが 11.5 未満の患者よりも有意に
良好であった．しかしながら，stage III/IV で PS2 未満，G8 スコアが 11.5 未満の
患者では予後が不良であり，このような点を高齢口腔癌患者での治療方針決定の際
に考慮する必要性が示唆された．
 また，G8 スコアに予後評価における有用性について多施設共同研究にて検討し
た．自立期間における G8 スコアの cut-off 値は統計学的に 9.5 となり，G8 スコアが
9.5 未満の高齢口腔癌患者の 5 年全生存率，5 年癌特異的生存率，5 年自立率はいず
れも G8 スコアが 9.5 以上の患者よりも有意に予後不良であった．また，自立期間
については，高齢，PS 不良，治療態度が有意な独立した予後因子であり，G8 スコ
ア低値が関連する傾向がみられた．従って，G8 スクリーニングツールと PS を併
用して用いることが，高齢者の機能評価および予後予測に有用である可能性が示唆
された．

高齢口腔癌患者の健康余命の延伸を目的とした高齢者機
能評価の臨床的検討

略　歴

2000年
　　長崎大学歯学部歯学科卒業
2000年
　　 長崎大学大学院歯学研究科入

学
2004年
　　 長崎大学大学院歯学研究科修

了　
2004年
　　 長崎大学医学部・歯学部附属

病院　助手
2004年
　　 長崎大学大学院　医歯薬学総

合研究科　助手
2009年
　　 長崎大学病院　口腔顎顔面外

科室　講師
2011年
　　 カロリンスカ研究所（スウェ

ーデン）分子細胞生物学講座
2015年
　　 信州大学医学部附属病院　特

殊歯科・口腔外科　准教授

資　格

日本口腔外科学会　口腔外科専門
医・指導医
日本口腔腫瘍学会　口腔がん専門
医・指導医
日本口腔科学会　認定医・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）・指導
責任者
日本有病者歯科医療学会　認定
医・専門医
日本口腔診断学会　認定医
日本口腔ケア学会　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
賞

○山田 慎一、栗田 浩
信州大学医学部歯科口腔外科学教室
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高齢頭頸部癌患者の薬物療法

 頭頸部癌は加齢とともに罹患率が高くなり、わが国では社会の高齢化に伴い、今
後も高齢患者の割合は高くなっていくことが予想される。近年、頭頸部癌において
セツキシマブ、パクリタキセル、免疫チェックポイント阻害薬の有効性が臨床試験
によって示され、日常診療でも抗がん薬の選択肢が増えつつある。一方、標準治療
を決定する臨床試験への高齢患者の登録数は少なく、臨床試験の結果をそのまま高
齢頭頸部患者の日常診療で一般化することは必ずしもできない。老化の最大の特徴
は個体差が大きいことであり、同年代の患者の中でも、非高齢者と同様の標準治療
に耐えられるかどうかには幅広い heterogeneity が存在する。暦年齢と身体機能を
評価する performance status だけでは個体差を把握することは難しく、そのギャ
ップを埋める方法として高齢者機能評価（geriatric assessment：GA）がある。身
体機能に加え、栄養状態、認知機能、抑うつ状態、併存症、生活環境・社会的サポ
ート、老年症候群などを多面的に評価することにより、予後予測、治療効果予測、
有害事象発現予測に役立ち、治療方針決定支援に結びつくことが期待されている。
米国臨床腫瘍学会と国際老年腫瘍学会では、全ての高齢がん患者に対して何らか
の GA を行うことを推奨している。わが国においても日本臨床腫瘍学会と日本癌治
療学会が作成主体となり、日本老年医学会協力のもと、2019 年 7 月に「高齢者の
がん薬物療法ガイドライン」が刊行され、がん薬物療法の適応を判断する方法とし
て GA を実施することが提案されている。われわれは自施設において高齢頭頸部癌
患者の治療方針を立てる際、GA スクリーニングツールとして Geriatric 8（G8）と
the Flemish version of the Triage Risk Screening Tool（fTRST）を日常診療に取
り入れ、進行頭頸部癌を含んだ高齢患者において、G8 が予後および予定外入院の
予測因子として有用であることを明らかとしてきた。抗がん薬の選択肢が増えてき
た現在、高齢頭頸部癌患者に対して GA ツールを用いた評価を行い、病状、臓器障
害の程度、患者の価値観を総合的に考慮した上で、個々の患者に適した治療方針を
患者・家族と相談していくことが求められている。

略　歴

2003年
　　 山形大学医学部卒業、東京都

立駒込病院臨床研修医
2005年
　　 東京都立駒込病院専門臨床研

修医
2011年
　　 東北大学大学院医学系研究科

修了
　　 みやぎ県南中核病院腫瘍内

科、秋田大学医学部附属病院
腫瘍内科　特任助手、国立病
院機構仙台医療センター腫瘍
内科

2012年
　　 山形大学医学部臨床腫瘍学講

座　特任助手、大崎市民病院
腫瘍内科

2013年
　　 東北大学病院腫瘍内科　助教
2017年
　　 現職

資　格

医学博士
日本内科学会　認定内科医
日本臨床腫瘍学会　がん薬物療法
専門医・指導医

受賞歴

2019年
　　 第57回日本癌治療学会学術

集会、優秀演題

○高橋 昌宏
東北大学　加齢医学研究所　臨床腫瘍学分野／東北大学病院腫瘍内科
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　昨年の 4 月に口腔癌取扱い規約の第２版が発刊された。この改訂版の大きな目的の１つに，日本

癌治療学会が現在作成している「領域横断的取扱い規約」に準じて，規約の重要部分が他領域と同

様の記載内容に要約され，ひと目でわかるように工夫されている。ここでの重要なキーワードは「共

通言語」の構築であったと考える。

　口腔癌取扱い規約第１版が発刊されたときの大きな意義の１つは「上皮内癌」について新たな定

義が記載されたことである。それは「従前の WHO には規定されていなかった，表層分化型の上皮

内癌が存在する」ということを明確にし，新しい「共通言語」を作成したことであった。これにより，

早期病変への対応が大きく変化し，積極的に治療する施設が増えてきている。

　そのような状況において，早期病変が増加することにより，病理診断を行う上で以前には遭遇し

得ない，あるいはしたとしても例数が少なかった難解症例が増えている。例えば，微小浸潤を疑う

病変で「浸潤がん」なのか，それとも「上皮内癌」に留めるべきか？臨床的にそのような症例にお

いて稀にでも領域リンパ節への転移はあるのか？その意味では，新たな検討が必要になり，「共通言

語」，「共通認識」の構築が急がれているものと考える。

　そこで，今回４人の演者にそれぞれのお立場から発表をご依頼させていただいた。一人目に鶴見

大学の佐藤（徹）先生には「表在性病変の病理診断についての問題点」を臨床の立場からご発表し

ていただき，九州歯科大学の矢田先生には細胞診検査が表在性病変をスクーリングする上でどのく

らい有用か，否かを解説していただく。最後に，２つの癌専門病院から佐藤（由）先生，石川先生

には実際に表在性病変の病理診断で問題になる症例について提示していただき，各先生の考えを述

べていただくことにしている。このシンポジウムでは，現在，（口腔）病理医サイドで抱えている問

題点を抽出することを目的としている。

1月24日㊎　15：05〜16：45　B会場（一橋講堂　2F　中会議場3+4）
座長　長塚 仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）　
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）

口腔表在癌の病理

シンポジウム4
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口腔表在癌の病理

○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

 2010 年に「口腔癌取扱い規約（第１版）」が発刊されたことにより，それ以前に
WHO が示してきた全層置換型の上皮内癌以外に，表層分化型の上皮内癌が存在す
ることが周知され，現在では一般病理医にも認知されている．2017 年に改訂され
た WHO Head and Neck Tumours（4th）にもその内容が反映されている．上皮内
癌の病理診断では免疫染色をうまく組み合わせることによって，より精度の高い診
断ができるようになり，「口腔癌取扱い規約（第２版）」では同（第１版）より詳細
な内容が記載されている．
 早期粘膜病変の病理診断が可能になったことで，地域間や施設間での差が多少あ
るにせよ早期段階の粘膜病変の切除件数が増加していると思われる．そのため，以
前であれば，「上皮内癌か」，あるいは「上皮性異形成か」を判断に苦慮する症例が
多かったが，より多くの症例が集まることにより，これまでとは異なった組織像に
遭遇する機会も増えってきている．それは「浸潤癌か」，「否か」の診断である．細
胞異型が弱く，一方で構造異型が目立つ病変の診断は厄介である．具体的に言えば，
異型上皮が上皮下結合織の方向に膨張性に，いわゆる pushing/down-growth する
ように増殖し，明らかに筋組織や骨組織に近接している場合に，「浸潤癌」と診断
すべきなのか？そのような腫瘍性病変は稀でもリンパ節転移するのか？あるいは別
の症例で，２ cm を超えるような病変で，細い血管結合織を伴って外向性，乳頭状
に増殖し，乳頭腫のようにも見えるが，茎は広く，上皮下結合織に胞巣状の構造を
認める．一方で，周辺粘膜の基底層の位置と比べると，それらの胞巣構造は腫瘤の
頸部に限局している．このような病変は「乳頭腫」なのか，あるいは「浸潤癌（さ
もなければ上皮内癌）」と診断すべきなのか？非常に悩むことがある．このような
病変に対し，生物学的に，さらに臨床的にどのような診断が適切か検討する必要が
ある．そのことによって，病理医間の診断のバラツキが減り，早期病変の標準治療
の向上に寄与するものと考える．
 2018 年に頭頸部癌学会は，「頭頸部表在癌取扱い指針」を作成し，ホームページ
上で公開している．その指針では頭頸部表在癌の定義や臨床診断，治療方法，病理
診断等について記載されている．口腔領域においても同様の取扱い指針，規約が必
要であり，その作成が急がれる．

略　歴

1989年3月
　　日本歯科大学歯学部　卒業
1989年4月
　　 日本歯科大学大学院歯学研究

科　修了
1993年3月
　　 日本歯科大学大学院歯学研究

科　修了
1993年4月
　　 日本歯科大学歯学部病理学教

室 助手
1998年4月
　　 日本歯科大学歯学部病理学教

室 講師
1998年10月～2004年8月
　　 東邦大学医学部第一病理学講

座 非常勤研究員
2004年8月
　　 埼玉県立がんセンター病理科 

非常勤研究員
2004年10月
　　 日本歯科大学歯学部病理学講

座 准教授
2005年10月
　　 日本歯科大学附属病院口腔病

理診断室 異動
2012年4月～2018年3月
　　 日本歯科大学附属病院歯科放

射線・口腔病理診断科 科長
2014年12月～2017年3月
　　 東京医科歯科大学非常勤講師
2015年4月1日
　　東邦大学医学部客員講師
2016年4月1日
　　 日本歯科大学附属病院　歯科

放射線・口腔病理診断科　教
授
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略　歴

1980年3月
　　北海道大学歯学部 卒業
1984年3月
　　 東京医科歯科大学大学院歯学

研究科（口腔病理学）修了
1984年8月
　　 鶴見大学歯学部口腔外科学第

二講座 助手
1990年2月
　　 横浜市立大学医学部形成外科 

非常勤医員
1991年3月
　　同 退職
1993年6月
　　 鶴見大学歯学部口腔外科学第

二講座 講師
2014年4月
　　 鶴見大学歯学部口腔内科学

（口腔外科学第二）講座 学内
准教授

2016年4月
　　 同 准教授

資　格

歯学博士
厚生労働省死体解剖資格
日本口腔外科学会 専門医・指導
医・代議員
日本口腔科学会　指導医
日本口腔内科学会　指導医

 日本頭頸部癌学会の頭頸部表在癌取扱い指針では「上皮内、または上皮下層にと
とどまる（固有筋層への浸潤を認めない）腫瘍をさし、頸部リンパ節転移の有無を
問わない」と表在癌を定義している。筋層を介さずに骨と接している硬口蓋や上下
顎歯肉をふくむ口腔癌ではこれと如何に整合性を取るのかが問題となる。口腔腫瘍
学会表在癌ワーキンググループ（WG）では、深部に筋層が存在し口腔癌の過半数
を占める舌癌に限定して、「WHO 分類の口腔上皮性異形成 severe dysplasia, CIS
と筋層に達しない扁平上皮癌（SM 癌）で、その最大径とリンパ節転移の有無は問
わない」と表在癌を仮に定義して検討を行っている。ここではおもに舌表在癌につ
いて述べる。 口腔では表在癌との鑑別が困難な病変が多く存在し、臨床診断の補
助としてヨードによる生体染色が頻用されているが、NBI、ベルスコープやイルミ
スキャンなどの光診断装置も普及しつつある。一般には生検を行い、表在癌と病理
診断された場合の治療の基本は単純切除術である。切除範囲については、水平的に
はヨード生体染色での不染域あるいは弱染色域含むように設定するのが一般的であ
るが、どの程度の安全域を設けるかは各施設や術者の判断に依っている。垂直的な
安全域の設定は SM 癌であるか否かで対応は異なってくると思われる。すなわち、
浸潤のないものであれば筋層直上あるいは薄く筋層を含んで切除し、SM 癌であれ
ば 10mm 程度の安全域を設けて切除するのが一般的と思われる。 表在癌の病理診
断で先ず何より外科サイドとして難解なのが、現在もなお見解が統一されるに至っ
ていない口腔上皮性異形成と上皮内癌における各分類の意味合いである。あえて単
純化すれば、“切除せず様子を見ても良いのはどのような病理診断の時か？”であ
る。2017 年 WHO の 2 分類法と 3 分類法、口腔癌取扱い規約で第 1 版から大幅に
改訂された第 2 版の 2 分類法と 3 分類法、それぞれの境界は微妙に異なっている。
更に、上皮の厚さを 3 分割した dysplasia の程度判定という概念を捨てていない頭
頸部癌取扱い規約第 6 版での WHO 分類に対する解釈は、口腔癌取扱い規約での解
釈と若干の差異がある。切除標本における腫瘍の厚みと深達度の測定についても取
扱い規約どおりに行うには問題も多い。これらについて口腔外科医と口腔病理医、
更に頭頸部癌関連の医師との協力のもと、よりよい統一基準の作成が望まれる。

口腔表在癌 ─口腔外科医の立場から─

○佐藤 徹
鶴見大学歯学部口腔内科学（口腔外科学第二）講座
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略　歴

1999年3月
　　 長崎大学歯学部　卒業
1999年4月
　　 大分医科大学 （現在大分大学

医学部） 歯科口腔外科医員
（研修医）

2004年6月
　　 大分大学医学部大学院博士課

程 卒業
2004年7月
　　 大分大学医学部歯科口腔外科

医員
2006年4月
　　 大分大学医学部附属病院検査

部（病理部）医員
2008年4月
　　 大分大学医学部診断病理学講

座助教　
2012年4月
　　 九州歯科大学健康増進学講座

口腔病態病理学分野　助教　
2015年1月
　　同大学　准教授
 現在に至る

資 格

博士 （医学）
死体解剖資格
日本病理学会（口腔病理専門医・
指導医）
日本臨床細胞学会（細胞診専門歯
科医・指導医）

【はじめに】口腔癌に注目が集まる中，患者さんへの負担が少なく，容易に採取で
きる口腔擦過細胞診の需要が増えている。細胞診は利点も多いが，スクリーニング
検査である限界を理解し，検査を行う必要がある。今回，口腔細胞診の判定と病理
組織診断（組織診）を比較し，有用性と限界について述べさせていただく。

【対象・方法】2016 年～ 2019 年 8 月に，九州歯科大学附属病院で口腔粘膜病変と
腫瘍の細胞診と組織診が行われた 573 例中，舌 194 例と歯肉 218 例の計 412 例を対
象とした。細胞診は歯間ブラシで擦過を行い，標本塗抹は従来法と液状化細胞診

（LBC 法，ThinPrep）を併用した。細胞診の判定は，口腔細胞診の新報告様式（2015
年 , NILM, OLSIL, OHSIL, SCC）で行った。組織診と細胞診の判定を比較した。

【結果】細胞診の判定の内訳は，NILM 舌 79 例 / 歯肉 127 例，OLSIL は 65 例 / 
54 例，OHSIL は 26 例 / 21 例，SCC は 24 例 / 16 例であった。組織診で扁平上皮
癌・上皮内癌症例 134 例の細胞診判定の内訳は，SCC・OHSIL 判定が舌 46 例 / 歯
肉 34 例，計 80 例 （59.7%），OLSIL が 28 例 / 16 例，計 44 例 （32.8%），NILM が 3
例 / 7 例，計 10 例 （7.5%）であった。組織診で上皮性異形成 54 例の細胞診判定の
内訳は，OHSIL 判定が舌 4 例 / 歯肉 0 例，計 4 例 （7.4%），OLSIL 判定が 23 例 / 
9 例，計 32 例 （59.3%） ，NILM 判定が 15 例 / 3 例，計 18 例 （33.3%）であった。
組織診で非特異的な炎症症例 67 例の細胞診の内訳は，OLSIL 判定が舌 6 例 / 歯肉
17 例，計 23 例 （34.3%），NILM 判定が 5 例 / 39 例，計 44 例 （65.7%）であった。 
エプーリス 43 例の細胞診判定は，OHSIL が 2 例 （4.7%），OLSIL5 例 （11.3%），
NILM が 36 例 （83.7%）であった。

【まとめ】細胞診の判定と組織診の扁平上皮癌の一致は約 60%で，扁平上皮癌症例
で，細胞診で腫瘍を指摘 （OLSIL 以上）することは 92.5%で，スクリーニング検査
の役割は果たせている。組織診で上皮性異形成の細胞診での一致は舌で 54.8%であ
り，上皮内腫瘍を指摘することに限界がある。また，OLSIL 判定の組織像は炎症
～癌まで含まれており，その後の判断が困難な場合もある。当日は，細胞診判定と
臨床的特徴および，液状化細胞診法は残液の遺伝子解析の可能性について，これら
にも言及させていただく。

○矢田 直美、松尾 拡
九州歯科大学　健康増進学講座　口腔病態病理学分野

口腔細胞診の現状S4-3
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略　歴

1999年
　　長崎大学歯学部卒業 
2003年
　　 東京医科歯科大学大学院医歯

学総合研究科修了 
2004年
　　 東京女子医科大学医学部  

助手/助教 
2009年
　　九州歯科大学歯学部　助教
2012年
　　 埼玉県立がんセンター  

医長/副部長

資　格

歯学博士 
日本病理学会口腔病理専門医・指
導医
日本臨床細胞学会細胞診専門歯科
医

シンポジウム4　1月24日㊎　15：05〜16：45

 口腔表在癌・上皮性異形成の診断，特に生検標本での診断において問題となるこ
とが多いのは，（1）早期浸潤癌（今回の発表では上皮下組織までの浸潤を示す癌）
と上皮内癌の鑑別，（2）早期浸潤癌・上皮内癌と上皮性異形成の鑑別，（3）早期浸
潤癌・上皮内癌・上皮性異形成と反応性異型上皮との鑑別，と思われる．
 この中で，（1）の浸潤の有無の評価については，深切り標本作成が診断の助けと
なることが多い．
 （2）については，現状では上皮内癌・上皮性異形成の分類が複数存在し，各病
理医間で診断基準も異なることから診断の再現性が乏しい問題がある．2017 年の
WHO 分類で上皮性異形成が腫瘍性病変と定義されたため，それを受けた口腔癌取
扱い規約第 2 版と以前の第 1 版では口腔上皮性異形成の概念が異なることも診断現
場での混乱につながっていると思われる．また，早期浸潤癌の中でも分化の非常に
よい扁平上皮癌は構造異型はあるものの細胞異型が弱いことが多い．そのため，生
検標本のように一部を観察する際には上皮性異形成との鑑別が難しい場合がある．
 （3）については，口腔では上皮の炎症性変化が常態的に存在することにより反応
性異型がよくみられるが，その異型の程度が強い場合，早期浸潤癌（非常に分化の
よい扁平上皮癌）・上皮内癌・上皮性異形成との鑑別に苦慮することがある．
 （2），（3）の鑑別には，免疫染色が診断の補助として有用であることがこれまで
報告されており，代表的なものとしてはサイトケラチン（CK13，CK17，CK19），
p53，Ki-67 などがあげられる．しかしながら，反応性異型上皮が上皮内癌・上皮
性異形成と同様の免疫染色発現パターンを示すことが少なからずあることなど，特
に生検標本での診断は免疫染色を用いても難しいことがある．
 今回の発表では，口腔表在癌（早期浸潤癌・上皮内癌），上皮性異形成，反応性
異型上皮について病理組織像と免疫染色所見を提示し，免疫染色の有用性と限界に
ついて検討するとともに，今後の課題を提示したい．

○石川 文隆
埼玉県立がんセンター 病理診断科

口腔表在癌・上皮性異形成の診断における
免疫染色の有用性と限界、今後の課題
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【略　歴】

1999年
　　 昭和大学歯学部卒業
2003年
　　 昭和大学大学院歯学研究科卒

業
2003年
　　 昭和大学歯学部口腔病理学教

室　助手
2005年
　　 神奈川県立こども医療センタ

ー病理部　後期研修医
2007年
　　 癌研究会癌研究所病理部  

特任研究員
2019年
　　 がん研究会有明病院病理部　

副医長

【資　格】

歯学博士
死体解剖医
日本病理学会　
　口腔病理専門医・指導医
日本臨床細胞学会　　
　細胞診専門歯科医・指導医
日本化学療法学会
　抗菌化学療法認定歯科医
日本歯科医師会
　産業歯科医

【受　賞】

2013年
　　 第58回　日本唾液腺学会　

学会奨励賞

 頭頸部癌において表在癌の定義がなされたのは 2007 年 12 月の第 2 回頭頸部表在
癌研究会であった。消化器内科医により、中・下咽頭領域の癌が早期に見出され、
内視鏡的切除により治療されるようになったことに併せて定義された。頭頸部にお
ける表在癌の定義は「癌腫進展が上皮下層にとどまるもの」として、食道と同様に
リンパ節転移の有無を問わないこととされた。予後を反映する早期癌とは別に取り
扱い、内視鏡的に完全切除可能かどうかがポイントとなる。この時点で、喉頭、口
腔、鼻腔、上咽頭、扁桃領域が除外された理由として深達度に関する解析が行われ
ていない点がある。中・下咽頭の表在癌の発見契機となる狭帯域光観察（Narrow 
Band Imaging, NBI）内視鏡での血管パターンの認識は、口腔癌の場合には固有扁
平上皮領域に発生することが多いため難しい。白板症を経過して発生することもあ
り、腫瘤を触れるなどを契機に発見される機会が多い。表在癌か否かに関わらず病
変の治療としては口内法での切除となり、治療の変更もないと思われる。術前の深
達度の診断なども難しい場合が多く、治療法の変更もないなかでは口腔の表在癌を
定義する意義を見出すことは難しいと考える。仮に表在癌という用語を用いた場合
に、消化管内視鏡医にとり、どういった病態を想像するかには注意が必要である。
以上のことから、まず、１）部位の限定（固有扁平上皮以外の軟口蓋や口腔底な
ど）、２）発見契機（NBI など）の限定、を行った場合においては将来的に可能で
あると考える。これまでに発見されている病変のなかで表在癌と定義できる例はほ
とんどないと考えている。表在癌の定義は肉眼分類と密接に関係しており、日本内
視鏡学会分類（胃癌）から始まったものを転用するのか、口腔腫瘍学会として肉眼
分類を作成するのか、また、術例の深達度診断につき検討する必要がある。また、
口腔外科医、口腔病理医のみではなく、消化器内科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、一
般病理医とともに共通認識を形成することが必要と考える。

○佐藤 由紀子 1, 2）、河内 洋 1, 2）、中野 薫 1）、伊東 優 1）、山村 晃司 3）、森田 琢磨 3）、
鳥居 淳一 3）、福田 幸太 3）、市川 千恭 3）、小泉 雄 3）、神山 亮介 3）、瀬戸 陽 3）、 
新橋 渉 3）、佐々木 徹 3）、福島 啓文 3）、米川 博之 3）、三谷 浩樹 3）、川端 一嘉 3）、
山本 智理子 1, 2）、竹内 賢吾 1, 2, 4）

1）がん研究会　有明病院　病理部　2）がん研究会　がん研究所　病理部
3）がん研究会　有明病院　頭頸科　4）がん研究会　がん研究所　分子標的病理プロジェクト

頭頸部表在癌（中・下咽頭）の定義の口腔病変への適用
は可能か？

S4-5
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　外科 surgery とは、「手で仕事をする」という意味のギリシャ語が語源となっており、手術によっ

て創傷および疾患の治癒を目指す臨床医学の一分野であります。近年、診断技術、手術手技、内視

鏡、デバイスなどの進歩により、術後治療成績は向上し、合併症、QOL の改善も図られるようにな

ってきました。歴史学的に外科は、臓器・部位別に専門化され、医療の専門性が高まったことによ

り現在のように細分化されましたが、基本術式は共通する部分が多数あります。今回、各外科系診

療科のスペシャリストを招き、それぞれの疾患、臓器に対する考え方、手技を講演していただくこ

とと致しました。

　東海大学医学部消化器外科　中郡聡夫先生には、肝癌に対する ICG 蛍光イメージング法および膵

癌の Artery first approach について解説していただきます。日本大学歯学部口腔外科学講座　外木守

雄先生には、Le Fort 型骨切り術からみた上顎切除の際のポイントとピットフォールを提示してもら

います。諏訪赤十字病院脳神経外科　柿澤幸成先生には卵円孔近傍の止血法をはじめ脳外科的頭蓋

底手術の注意点を解説していただきます。国際医療福祉大学三田病院　増淵達夫先生には喉頭全摘

術後合併症予防のための手術手技を中心に解説していただきます。がん研有明病院　形成外科　矢

野智之先生には乳房再建に求められる要件および成功のポイントについてご講演いただきます。

　本セッションのように多分野の先生が一同に会することはまれであり、是非多くの先生に参加し

ていただきたいと思います。本セッションにより、手術手技に加え、明日からの臨床のヒントを得

ることを期待しています。

1月24日㊎　15：05〜17：05　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
座長　原田 浩之（東京医科歯科大学顎口腔外科学分野）

座長　石田 勝大（東京慈恵会医科大学　形成外科）　　

関連手術に学ぶ

ビデオセッション

◆ ◆ ◆
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略　歴

1983年3月26日
　　 千葉大学医学部卒業
1983年6月8日
　　 千葉大学医学部附属病院第２

外科　医員・研修医
1989年4月1日
　　 厚生連熊谷総合病院外科　副

医長
1993年4月1日
　　 千葉大学医学部附属病院第２

外科　医員
1994年4月1日
　　 千葉大学医学部附属病院第２

外科　助手
1997年11月～1998年3月
　　 ハーバード大学Brigham and 

Women病院　放射線科研究
員

1999年4月1日
　　 国立がんセンター東病院上腹

部外科医師
2002年5月1日
　　 国立がんセンター東病院上腹

部外科　肝臓科医長
2010年1月1日
　　 東海大学医学部消化器外科教

授 
現在に至る

資　格

博士（医学）、外科専門医、肝臓
専門医、日本消化器外科学会専門
医、日本肝胆膵外科学会高度技能
指導医専門医 

受賞歴

2000年
　　 第５回千葉大学ゐのはな同窓

会賞学術賞
2001年
　　 日本コンピュータ外科学会第

1回優秀論文大賞
2009年2月
　　 がん研究振興財団　田宮賞

 肝癌・膵癌の外科治療において、切除断端の癌を陰性化する R0 切除は長期生存
のために極めて重要である。そこで最近の肝癌・膵癌における R0 切除の工夫を紹
介する。 肝細胞癌には、ICG を投与すると癌組織内に ICG が集積する特質があ
る。術中にこの蛍光を観察する方法が、ICG 蛍光イメージング法である。ICG に近
赤外光（750-810nm）を照射すると、840nm をピークとする蛍光を発する。この蛍
光は肉眼では観察できないが、蛍光イメージング法を用いると観察可能となる。ま
た、ICG 蛍光法は、術中に肝臓内の血流（門脈および肝動脈）支配区域を同定する
のにも有用である。 膵癌は浸潤傾向が極めて強く、特に膵臓の背側方向の門脈・
上腸間膜動脈への浸潤を認めることが多いため、血管合併切除または血管からの組
織剥離が重要なポイントとなる。門脈浸潤に対しては門脈の合併切除・再建を行う。
一方、上腸間膜動脈に直接浸潤はないものの、同動脈の近くまで浸潤が疑われる場
合に、「Artery first approach」が最近行われる。これは、最初に上腸間膜動脈に
アプローチして、動脈とその周囲組織を剥離して切除可能性を確認すると共に、上
腸間膜動脈から膵頭部に分枝する下膵十二指腸動脈を根部で結紮切離する手技であ
る。この手技の利点は、良好な視野のもとで、膵癌からなるべく離れた部位で膵癌
と血管との間を切離できることである。現在この手技の有効性を検証する RCT が
日本で進行中である。

○中郡 聡夫
東海大学　医学部　消化器外科

肝癌・膵癌に対するR0切除率を向上させるための工夫VS-1
ビデオセッション　1月24日㊎　15：05〜17：05
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略　歴

1983年
　　 東京歯科大学　卒業　歯学博

士　
2002年
　　 米国Stanford大学医学部機能

再建外科学教室、睡眠外科、
客員研究員 

2012年
　　 日本大学歯学部口腔外科学講

座第１講座　教授
2016年
　　 日本大学歯学部口腔外科学講

座　主任教授

関連学会など

日本睡眠歯科学会：理事長／認定
医・指導医、日本睡眠学会：理事
／睡眠医療歯科専門医、日本口腔
外科学会：理事（社保委員長）／
専門医・指導医、日本顎顔面イン
プラント学会：理事／認定医・指
導医、日本口腔診断学会：代議員
／認定医・指導医、
外科系学会社会保険委員会連合　
実務委員（日本口腔科学会選出）
歯科系学会社会保険委員会連合会
長、日本歯学系学会協議会副理事
長

受賞歴

1.   Awards best clinician（2011）; 
f r om  Cen t r o  Naz i ona l e 
Adroterapia Oncologica Italy, 
As a report of “The Role of 
Dentistry for the Patients 
with Heavy-Ion Radiotherapy 
in Head &Neck Cancer”

2.   Awards best surgeon & leader 
for sleep surgery（2012）：
f r o m  C a l i f o r n i a  S l e e p 
Educational Foundation. 
Prof Nelson Powell DDS.MD 
Stanford University

 Le Fort 分類は、もともと、中顔面部に発生する骨折の分類で、顔面骨の構造と
その力学的分散から骨折しやすい部位を示している。この骨折しやすい部位とは臨
床応用上、骨切離しやすい部位でもあり、Le Fort1 型（水平）、2 型（錐形）、3 型（離
断）骨きり術がある。このうち顎変形症治療に用いられるのは 1.3 型骨きりで、2
型は用いる論理性がないため行われない。一般的に多用される 1 型骨きり術は、両
側の梨状孔を下鼻甲介基部より下部から始まり犬歯窩をとおり頬骨下稜に至る骨き
り線を設定し、上顎翼突縫合部で翼状突起を残して離断する。脈管系は前方部に鼻
口蓋動脈ー切歯動脈、後方部に下行口蓋動脈ー大口蓋動脈があるが、鼻口蓋動脈は
術式上切断するため、下行口蓋動脈は上顎を保つために温存しなくてはならない。
上顎骨を離断移動後、固定には梨状孔側壁部、頬骨下稜部を利用する。これは中顔
面部には上顎洞という空洞がありこれを囲む支え壁、支柱（Buttress）があり、こ
の部位が力学的に強く安定するからである。私は、上顎に発生した腫瘍切除を安全
に簡潔に行うためには、腫瘍周囲骨部を単純にマージンを設定して切離するのでは
なく、Le Fort 型骨きり術を応用してブロックで離断すべきであると考えている。
また、これはその後の欠損部顎補綴にも有用であり、中顔面部の解剖とその特徴を
理解しておくことでより効率によい治療が展開できると信じている。今回 Le Fort 
1.3 型手術の概要と注意点を解説する。口腔腫瘍を取り扱う先生方に有益な情報と
なることを願っている。

○外木 守雄
日本大学歯学部口腔外科学講座

上顎切除に応用できる外科的矯正手術の基礎知識
─上顎に用いられるLe Fort型手術の概要と注意点─

VS-2
ビデオセッション　1月24日㊎　15：05〜17：05
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略　歴

1992年
　　 宮崎医科大学（現宮崎大学医

学部）卒業
2002年
　　 信州大学医学部　脳神経外科

助教
2005年
　　 フロリダ大学（米国）客員研

究員（脳神経外科学講座）
2009年
　　 信州大学医学部　脳神経外科

講師
2014年
　　 諏訪赤十字病院　第一脳神経

外科部長

資　格

医学博士
脳神経外科専門医、脳卒中の外科
技術指導医、日本神経内視鏡技術
認定医、日本内分泌学会（脳神経
外科）専門医

 頭蓋からの血流は主に頸静脈で頸静脈孔から頭蓋外に出るが、頭蓋から直接外に
出る導出静脈も複数存在し、その一つに卵円孔、棘孔、まれにベサリウス孔など骨
孔から翼突静脈叢となる経路があり、側頭下窩手術で問題となる。その場合に側頭
開頭後、卵円孔近傍の動静脈の処理をしておけば手技が簡易化することが知られて
いる。ほとんどの側頭下窩病変症例では、占拠性病変によりすでに他に静脈還流路
が確立されており、切断可能であろうが、念のため海綿静脈洞の排出路を術前によ
く確認しておき、静脈路を絶たれ、脳浮腫に繋げることは避けたい。また、中頭蓋
底静脈はバリエーションがあり、時に静脈洞に匹敵する太さのことがあり、むやみ
に側頭開頭を追加することは控えた方が良いこともある。脳外科手術における止血
法として、１，頭位を上げる、２，電気焼灼する、３，骨からの場合、骨蝋を塗り
込む、電気凝固する、４，サージセルを止血点に当てる、５，青球（フィブリンノ
ゲン（フィブリン糊の A 液（青））＋サージセル）、６，ゼラチン製剤、コラーゲ
ン製剤、フロシール、７，ポリグリコール酸（ネオベール）の使用などが挙げられ
る。特に今回の卵円孔近傍の出血コントロールとしては１、３、と５青球が有用で
ある。上から綿片を置いてしばらく圧迫止血し、綿片癒着防止にサージセルを挟ん
だり、固着しにくい素材の綿片を使用するような工夫が必要である。ビデオを提示
して説明する。

○柿澤 幸成
諏訪赤十字病院　脳神経外科

側頭開頭　卵円孔近傍の解剖、および止血法VS-3
ビデオセッション　1月24日㊎　15：05〜17：05
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 喉頭全摘出術は喉頭癌をはじめとして頭頸部癌の喉頭浸潤症例に対して、根治治
療を目的として行うほか、重度嚥下障害患者に対して誤嚥防止を目的に従来から行
われている。頭頸部癌の最も頻度の高い領域である口腔癌治療においても、喉頭へ
の腫瘍の進展により喉頭全摘出術を追加で行う必要となる場合もあるが、口腔領域
は嚥下機能に関わる第一の関門となる部位となるため、嚥下障害の出現により喉頭
全摘出術の追加が必要となることがある。昨今、放射線化学療法が根治治療の占め
る割合を拡大していることもあり、再発症例に対して嚥下障害を理由に喉頭全摘時
出術を追加して行う必要が増加している。特にそのような症例に対して術後の瘻孔
防止のための工夫も必要となる。本セッションでは、喉頭全摘出術の適応と治療後
のフォローについて、また喉頭全摘出術を行う際に必要な手術手技、また術後瘻孔
防止のための工夫についてビデオの供覧をしながら解説を行う。

略　歴

2001年3月
　　 帝京大学医学部医学科卒業
2001年5月～2003年3月
　　 順天堂大学　外科　研修医
2003年4月～2004年3月
　　 順天堂大学医学部付属順天堂

医院　耳鼻咽喉科　臨床助手
2004年4月～2005年3月
　　 癌研究会付属病院　頭頸科　

レジデント
2005年3月
　　 国際医療福祉大学三田病院頭

頸部腫瘍センター　助教
2008年10月
　　 国際医療福祉大学三田病院頭

頸部腫瘍センター　講師
2014年3月
　　 東京医科歯科大学医歯学総合

研究科顎顔面頸部機能再建学
系頭頸部再建学講座頭頸部外
科分野専攻　修士課程　修了

2015年9月
　　 国際医療福祉大学三田病院頭

頸部腫瘍センター　病院准教
授

現在に至る

主な学会の専門医・認定医

医学免許
癌治療学会認定医
日本耳鼻咽喉学会専門医

喉頭全摘出術

○増淵 達夫、伏見 千宙、田中 惇平、山崎 森里生
国際医療福祉大学三田病院

VS-4
ビデオセッション　1月24日㊎　15：05〜17：05
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ビデオセッション　1月24日㊎　15：05〜17：05

“皮弁の質”を重視する再建術

○矢野 智之、辛川 領
がん研有明病院　形成外科

 演者は再建外科のキャリアを当時の国立がんセンター東病院で頭頸部再建を中心
にスタートした。皮弁の選択は遊離腹直筋皮弁、遊離前外側大腿皮弁が主力であ
り、さらには硬性再建として遊離腓骨皮弁が使われることも多かった。筋皮弁が多
く使われ、皮膚、皮下脂肪、筋体を一体として捉え、その塊をもって死腔無く充填
し、欠損を塞ぐことが主目的であった。次に東京医科歯科大学での頭蓋底再建へと
シフトした。同じく遊離腹直筋皮弁、遊離前外側大腿皮弁を用いていたが、最終的
には有茎骨膜弁、側頭筋弁、遊離外側広筋弁へと移行した。非常にシンプルな組織
移植へシフトし、複雑なことをせずに一番血流が安定している組織のみによる充填
がゴールになっていた。
 その後ベルギー留学を経てがん研有明病院において乳房再建を手がけるようにな
り、その選択は大きく変化した。深下および浅腹壁動脈穿通肢皮弁や深大腿動脈穿
通枝皮弁が主力皮弁となり、皮膚脂肪と筋体、血管茎は分離して捉えられるように
なり、血流があるだけではなく、血流の分布の程度とそれによってもたらされる皮
弁の柔らかさが重要視されるようになった。より ICG 蛍光造影法が多用されるよ
うになり、穿通枝の本数、支配領域、支配レイヤーがより意識され、いかに柔らか
い質の良い組織が移植できるかということがゴールになるようになった。乳房再建
を通じて “皮弁の質”を重視する再建への取り組みを供覧する。

略　歴

平成12年3月
　　 東京医科歯科大学医学部卒業
12年5月
　　 東京医科歯科大学医学部附属

病院　形成外科研修医
14年4月
　　 北海道大学医学部形成外科学

講座　医員
15年6月
　　 国立がんセンター東病院　頭

頸科レジデント・形成外科医員
21年9月
　　 東京医科歯科大学医学部形成

外科学講座　助教
25年4月
　　 横浜市立みなと赤十字病院病

院　形成外科　副部長
28年4月
　　 ベルギー　ゲント大学形成外

科フェロー
29年11月～現在
　　 昭和大学　頭頸部腫瘍センター

兼任講師
31年2月～現在
　　 がん研有明病院　形成外科　

部長代行
令和元年5月～現在
　　 東京医科歯科大学形成外科　

臨床教授
元年8月～現在
　　がん研有明病院　部長

認定医・専門医

日本形成外科学会専門医、日本創
傷外科学会認定医、日本がん治療
認定医機構　がん治療認定医、日
本レーザー医学会認定医、日本顎
顔面外科学会認定医、皮膚腫瘍外
科分野指導医、小児形成外科分野
指導医、再建マイクロサージャリ
ー分野指導医、F.A.C.S

評議員

日本マイクロサージャリー外科学
会評議員
日本オンコプラスティックサージ
ャリー学会評議員

受賞歴

2010、2012年
　　 日本頭蓋底外科学会優秀論文賞
2012年
　　 第13回　田中道子がん研究

奨励賞
2013年
　　 Best normal competition, 

Best normal in Head and 
Neck reconstruction, World 
Society of Reconstructive 
Microsurgery

2013年
　　 Internat ional Travel l ing 

Fellow（日本マイクロサージ
ャリー学会）

2018年
　　 ベストリサーチアワード（共

同研究者）日本生体医工学会
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　高齢者人口の増加に伴い、他の臓器と同様に口腔がんも増加傾向にあり、2018 年現在で年間約

8,000 人に発症していると推測されています。また、高齢者のみならず、20 ～ 30 歳代や女性の患

者の増加も報告されています。一方、歯科医師会や大学病院・地域中核病院の口腔外科などが中心

となって口腔がん検診が恒常的に行われる地域が増加し、一般の歯科診療所における口腔がんの早

期発見への取り組みも普及しつつあります。しかし、口腔がん検診は地域性、歯科医師会の体制、

支援病院や行政との関係など、実施のための条件が各地域で異なり、一概に推進のための方略を語

ることは困難です。

　本シンポジウムでは、冒頭に 2018 年に日本口腔外科学会関連医療連携委員会が全国の 747 歯科

医師会に対して行った口腔がん検診の実態調査の結果を説明し、その後に病院、地域で行っている

口腔がん検診の状況と問題点を報告していただきます。総合討論は演者から提起していただいた検

診の問題点を共有し、それを克服するための意見交換の場にしたいと思います。

1月23日㊍　14：05〜15：25　C会場（学士会館　2F 210）
　　　　　　　座長：片倉 朗（東京歯科大学口腔病態外科学講座）

座長：平木 昭光（福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野）

地域医療に学ぶ、
口腔がん検診の実情と展望

公募シンポジウム1

◆ ◆ ◆
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KS1-1
北海道西胆振地域における口腔がん検診の現状

○榊原 典幸 1,2）、堅田 裕 2,3）、水野 貴行 1）、加藤 卓己 1）

1）日鋼記念病院　歯科口腔外科、
2）一般社団法人　室蘭歯科医師会、
3）かただ歯科医院

北海道では、全国で 2 番目となる歯科保健に関する条例「北海道歯・
口腔の健康づくり 8020 推進条例」が平成 21 年 6 月に公布・施行され、
この一環として地域住民の口腔がんを早期に発見し、口腔がんによる
死亡率の減少や治療後の機能障害を最小限にとどめることを目的に、
室蘭市をはじめとする管内 3 市 3 町の協力のもと、室蘭歯科医師会（以
下室歯）が中心となり、平成 24 年から集団検診としての口腔がん検診
が開始された。西胆振地域は北海道の南西部に位置し、室蘭市、登別
市、伊達市、洞爺湖町、壮瞥町、豊浦町の 3 市 3 町で構成され、総人
口は約 18 万人の地域である。平成 22 年検診事業開始の準備期間とし
て室歯会員の口腔がんに対する知識習得・意識向上をはかる目的で複
数回の講習会を実施、また市民に対しては「市民講演会」などの啓発
活動を行いながら、行政との折衝を重ね、この年 3 市３町と委託事業
として検診の契約を行った。平成 23 年北海道歯科医師会のモデル事業
に手挙げを行い、試行として「口腔がん検診」を実施し、翌年より正
式に行政委託事業としての口腔がん検診がスタートした。地域住民へ
の告知は室歯会員の各診療所および公共施設へのポスター掲示や、各
戸配布の行政広報誌、新聞、コミュニティー FM などで行い、検診申
し込みはメールやはがき等で各自治体への直接応募としている。検診
は日本口腔外科学会専門医と室歯会員の検診協力医とが 1 グループを
形成し、それぞれのグループが約 20 名程度の検診を行い、検診協力医
には毎年開催される「事前研修会」への参加を義務付けて、診断能力
と知識の向上をはかっている。また検診の実際は、北海道歯科医師会
が作成した「口腔がん検診マニュアル」に準拠し、検診の質を担保す
るために、統一した手順、プロトコールを用いて行うようにしている。
検診結果は文書により通知を行い、要精密検査となった被検者には精
密検査が可能な口腔外科専門医および耳鼻咽喉科専門医の在籍施設一
覧を併せて郵送し受診を促している。平成 24 年からの 7 年間で 1,168
名の検診を実施、要精密検査 323 名、前がん病変・前がん状態 106 名

（9.07%）、口腔がん 1 名（0.08％）の結果となった。今回は行政ととも
に行なってきた当地域における口腔がん検診の現状を報告するととも
に、抱えている問題点および将来展望についてお話する予定である。

KS1-2
東京都港区における口腔がん検診の今日までの歩み

○岡 和雄 1,2）、山根 源之 3）、太田 嘉英 4）

1）芝クリニック歯科口腔外科、
2）（公社）東京都港区芝歯科医師会、
3）東京歯科大学、
4）東海大学医学部外科学系口腔外科学領域

小村らによる『口腔がん検診のためのガイドライン作成』が平
成 17 年の日本歯科医師会雑誌に寄稿されて 14 年が過ぎ、全国各
地で口腔がん検診が実施されるようになっている。東京都港区で
は同年、口腔がん検診事業実施のために、（公社）東京都港区芝
歯科医師会と（公社）東京都港区麻布赤坂歯科医師会が合同の準
備委員会を立ち上げた。3 年後の平成 20 年より口腔がん啓発の
ため、区民と在勤者を対象にした無料検診を、ボランティア事業
として開始した。これは、両会合同で個別、集団の無料口腔がん
検診事業を通年で実施するものであり、口腔がんの早期発見はも
とより、地域保健に参画することによる歯科医師の社会的認知度
向上も目指している。本発表では、平成 20 年４月より平成 29 年
３月までの９年間に実施した個別検診の受診者 579 名と、平成
25 年から平成 30 年まで年１回実施した集団検診の受診者 463 名
の、総計 1,042 名の検診結果について報告する。港区では、平成
28 年に各種がん検診について検討する港区がん対策アクション
プラン推進委員会が、行政、三師会、学識者が参画して立ち上が
った。そこでの検討を経て平成 29 年度より口腔がん検診が、40
歳以上の区民を対象としたがん検診として正式に認められ、委託
事業となった。港区の行政の特徴は、健康に対する啓発活動に力
を入れていることであり、口腔がん検診の他にも、喉頭がん検診・
前立腺がん検診なども全て無料で受診できる点があげられる。ま
た、住民の健康への関心度も高く、国が推奨する肺がん検診・胃
がん検診・大腸がん検診・子宮がん検診・乳がん検診の受診率は
東京都平均を大きく上回っている。特に女性の胃がん検診受診率
は 23 区のなかで 1 位である。他の検診の受診率も全て上位 4 位
以内であるという調査結果報告がある。本発表の最後に、港区の
委託事業となった口腔がん検診についても報告する。

KS1-3
神奈川県　海老名市歯科医師会における口腔がん検診

○石井 良昌 1,2）、波田野 典子 2）、盛田 健司 2）、原田 浩之 3）

1）（一社）海老名市歯科医師会、
2）海老名総合病院　歯科・歯科口腔外科、
3）東京医科歯科大学　顎口腔外科分野

【緒言】高齢化社会において口腔・咽頭がんの罹患患者数は増加
しており，2017 年予測値で 22800 人と国立がん研究センターよ
り公表されている．口腔・咽頭がんでの死亡率も 46.1％ともいわ
れており，口腔がんの啓発活動や早期発見のための口腔がん検
診の普及がいわれている．神奈川県歯科医師会の活動のひとつ
として海老名市歯科医師会では 2008 年度から集団口腔がん検診

（4 回 / 年）を開始した．本検診の特徴は，協力医の診査のあと
に東京医科歯科大学顎口腔外科学分野から派遣された口腔外科学
会専門医による二次検診を行うシステムであり OJT として研鑽
を積むことができる．8 年間運用した 2016 年に海老名市独自の
運用として集団口腔がん検診の回数を減らし個別口腔がん検診の
導入，2017 年からは蛍光観察装置（ORALOOK）も導入し検診
精度の向上を図っている．今回われわれは 10 年間の口腔がん検
診における臨床的検討と行政との連携・折衝について報告する．

【方法】2008 年から 2018 年 2 月までに行った 32 回の集団口腔が
ん検診受診者 1608 名について検診票などから後ろ向き調査を行
った．【結果】申し込みは 1923 名であり倍率は 1.2 倍であった．
1608 名の内訳は男性 624 名，女性 984 名で平均年齢 66.5 歳であ
った．検診結果として，異常なし 1365 人，経過観察 185 名，要
画像診断 8 名，要精密検査 50 名であった．【考察】口腔がんと診
断される受診者はいなかったが，海老名総合病院口腔外科には年
間 10 ～ 20 名程度の口腔がん患者の初診があることから集団口腔
がん検診での限界も伺われた．早期での受診者数を増加させるた
めにも一般臨床歯科医師の協力はとても重要であり，歯科医師会
としてのスキルアップも図り現在は個別検診も併催している．今
回導入した蛍光観察装置によって，口腔粘膜の記録写真の重要性
も再確認されるなど副次効果もみられた．今後より精度の高い口
腔がん検診を地域として行っていきたい．

KS1-4
郡市区歯科医師会における口腔がん検診　─成人歯科健
康診査オプションとしての個別検診を準備して─

○萩原 正明、増井 峰夫、大草 信人、杉山 元一
一般社団法人　平塚歯科医師会

口腔がんは、全がんの死亡率の１～２％といわれているが、本年
２月に某芸能人が舌がんであるとメディアを通じて公表したこと
により、口腔がん検診への関心が高まったように思われる。
口腔がん検診は、口腔がんや前がん病変の早期発見に有益である
と共に、地域住民の口腔がんへの認知度の向上や歯科定期検診の
重要性を認識してもらうなど、啓発活動としても重要な一面を担
っている。
平塚歯科医師会では、平成 20 年度より神奈川県歯科医師会・口
腔がん検診事業実施要綱にのっとり口腔がん集団検診を年１回開
催している。この検診は、県下共通の検診票を使用して、1 グル
ープを口腔がん検診協力医２名と口腔外科専門医１名で構成し、

「ダブルチェック方式」で行われる。１開催当たりの受診者定数
は 50 名であるが、受診希望者数は毎回 100 名以上あり、受診で
きない住民が多数出るなどの問題が生じており、地域住民の口腔
保健向上に十分貢献しているかは疑問が残るところである。この
現状を踏まえ、今年度から平塚市において成人歯科健康診査のオ
プションとして、口腔がん個別検診を導入することとした。
この個別検診の導入に際して、平塚歯科医師会では、口腔がんの
早期発見に対する歯科医師の役割の重要性を認識すると共に、開
業歯科医師が患者からの相談に適切に対応できる態勢づくりをす
ることで地域の口腔保健向上に資することを目的として、神奈川
県歯科医師会と口腔外科学会神奈川支部医療連携部会の協力事業
としての口腔がん検診協力医認定研修会開催要件に準じた研修会
を開催し、成人歯科健康診査協力医全員が修了した。
しかし、開業医にとって口腔粘膜疾患、特に患者の死亡につなが
る前がん病変は、診断がつきにくいこともあり、一部の修了者か
らは口腔がん個別検診への協力を得ることができなかった。
そこでアンケート調査を行い、参加率の向上など今後の課題につ
いて検討したので報告する。
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KS1-5
洛和会音羽病院における口腔がん検診について

○今井 裕一郎 1,2,3）、高嶌 森彦 1,3）、黒川 聡司 1,3）、森 宏樹 1）、  
横江 義彦 1）、仲村 秀明 1,3）、高 碩環 1）、小笹 香奈 1）、  
杉江 良啓 2）、上田 順宏 3）、柳生 貴裕 3）、山川 延宏 3）、  
桐田 忠昭 3）

1）洛和会音羽病院　口腔外科、
2）京都府歯科医師会、
3）奈良県立医科大学　口腔外科学講座

日本における口腔がんの罹患率は増加傾向にあり、 超高齢社会の
到来に伴い高齢の口腔がん患者の増加が認められる。他臓器がん
と同様、口腔がんにおいても早期発見・早期治療が治癒率の向上
のためには重要である。対策型検診により発見されるがんの予後
は非対策型検診群に対してきわめて良好であることは知られてい
る。洛和会音羽病院口腔外科では 2016 年 11 月より任意型の口腔
がん検診を開始し、2019 年 9 月までに 138 名の検診を実施した。
内訳は男性 62 名、女性 76 名であり、平均年齢は 52.9 歳であっ
た。検診動機は「口腔内もしく頸部に自覚症状があるため」が多
く、既往歴においては逆流性食道炎が最も多かった。生活歴にお
いては喫煙者が 7 名（過去に喫煙歴ありは 60 名）、81 名に飲酒
歴（週にビール 500ml1 本相当以上）があった。前癌病変である
口腔白板症１名を含め計 3 名を当科で精査もしくは高次医療機関
に紹介した。口腔がんは 1 名発見された。京都府では 2018 年 11
月に京都府歯科医師会および地域基幹病院が日本口腔外科学会の
協力を得て、京都市口腔がん啓発事業により口腔粘膜検診を実施
したが、事前申し込みに定員オーバーの参加希望があった。今後
も対策型検診の継続と任意型の口腔がん検診施設を増やしていく
必要があると思われる。さらに喫煙飲酒習慣のある口腔がんハイ
リスク患者の検診および受診率を向上させることが課題と考え、
現在、洛和会音羽病院においてかかりつけ歯科と当院口腔外科の
間で口腔内画像や問診結果をデータでやり取りする IT ネットワ
ークを介した診療補助通信を独自に構築運営している。今後は
Patient to Doctor type のオンライン診療などの展開を考えてい
る。

KS1-6
大分県における地域と連携した口腔がん早期発見システ
ムの取り組み

○河野 辰行、河野 憲司
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座

口腔がん早期発見・早期治療への取り組みとして、地域の歯科医師会、
行政との連携のもとに活動を展開している。そのひとつとして、2008
年から大分県内の各地で口腔がん検診を実施してきた。最初の本格的
な口腔がん検診は中津市のおけるもので、この検診は現在では市の対
策型集団検診となっている。さらに 2010 年から本院がある由布市にお
いて市と大分県歯科医師会の後援により当科主催の口腔がん検診を開
始した。現在では由布市と中津市以外に、県内の郡市歯科医師会と行
政からの依頼により宇佐市、豊後高田市、佐伯市での検診、さらに事
業所の口腔がん検診に当科医師を派遣している。次年度からは臼杵市
での検診が追加される予定である。これらの検診で 2008 ～ 2019 年ま
での集計では延べ 5804 人を検診し、口腔がん 7 人（0.12%）、白板症お
よび口腔扁平苔癬 273 人（4.7％）を発見した。このデータから、検診
活動による口腔潜在的悪性疾患の早期発見で、口腔がん患者の減少に
つながることが期待できる。わが国のように口腔がんの発症率が低い
国では集団検診による口腔がん死亡率の低下効果は小さいとされてい
るが、住民の口腔がんに対する認知度は依然として低く、現在でも進
行口腔がんが 30 ～ 40%を占める（当科受診患者の調査から）ことから、
早期受診を促すために口腔がん検診を通しての啓蒙活動は意義がある。
また歯科医院での口腔粘膜疾患の診断水準を上げることを目的として、
歯科医院開業医を対象とした「大分県における口腔がん個別検診体制
確率に向けてのセミナー（3 回シリーズ）」を当科と大分県歯科医師会
の共催で実施している。このセミナーでは地域の歯科医師が日常診療
の中で早期口腔がんや口腔潜在的悪性疾患を発見し、患者に専門医療
機関の早期受診を勧めることができるように、口腔がんや注意すべき
口腔粘膜疾患の疫学、臨床所見、診断方法などを当科の口腔外科医が
講義と実習を行っている。口腔がんによる死亡率を下げるには、一般
住民の口腔疾患に対する認知度を深めることにより早期受診を促すこ
と、歯科医院での歯科治療時の口腔疾患発見−いわゆる opportunistic 
screening −の充実による早期発見・早期治療が必要であることは言う
までもない。地域に根差した総合的な活動が求められるという考えの
もとに歯科医師会と行政と連携して当科が行っている取り組みを紹介
する。あわせて口腔がん治療成績向上のための当科の治療体制につい
ても報告する。
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1月24日㊎　8：55〜11：05　A会場（一橋講堂　2F 一橋講堂）
　　　　　座長　太田 嘉英（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）

　　　　　座長　山城 正司（NTT東日本関東病院　歯科口腔外科）

コメンテーター　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）

コメンテーター　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）

コメンテーター　森 泰昌（国立がん研究センター中央病院　病理診断科）

コメンテーター　本間 義崇（国立がん研究センター中央病院　頭頸部内科）

コメンテーター　柿本 直也（広島大学大学院医系科学研究科歯科放射線学研究室）

みんなに学ぶ みんなで学ぶ
Grand Cancer Board

公募シンポジウム2
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KS2-3
口蓋部悪性黒色腫に対するニボルマブ＋イピリムマブ併
用療法の使用経験

○大澤 孝行 1）、小泉 文 1）、佐藤 翔 2）

1）横浜市立市民病院　歯科口腔外科、
2）自衛隊横須賀病院　歯科診療部

粘膜悪性黒色腫は、全悪性黒色腫中 1.3%の発生頻度との報告が
あり、５年生存率は 20％程度と不良である。部分生検は未だ議
論の余地を残すが、皮膚悪性腫瘍ガイドライン第２版では推奨
度 C1 とされている。解剖学的に複雑な頭頸部領域では部分生検
は必要という意見がある。治療は未だ確立されていないが、手術
が中心的な役割を担ってきた。しかし、遠隔転移率が半数以上で
ある本腫瘍では薬物療法も必要不可欠である。昨今、免疫チェッ
クポイント阻害薬や分子標的薬の有効性が明らかとなり、薬物療
法は大きく変貌した。同薬の使用に関しては従来の薬物とは異な
った重大な有害事象を認めることがあり、その管理が治療の遂行
に際し非常に重要である。今回口蓋粘膜に原発し肺転移を認めた
悪性黒色腫に対し、ニボルマブ＋イピリムマブを併用した症例を
経験したので報告する。症例は 60 歳、男性。既往歴として糖尿
病を認めた。左側口蓋部の腫瘤を主訴に 2019 年 11 月、当科再初
診。患者は 2012 年７月左側口蓋半側に及ぶ色素沈着を主訴に当
科初診。画像等特異的所見は無く、2014 年９月までフォロする
も著変無いため、かかりつけ歯科でのフォローとなった。再初診
時、黒褐色の色素沈着内に 10mm 大の無色素性腫瘤を認めた。
画像検査で悪性腫瘍が疑われ、生検施行。悪性黒色腫（PDL1 発
現は 1%未満、BRAF 変異は無し）と確定し T3N0M1 ステージ
4C で化学療法を適応した。ニボルマブ 80mg 及びイピリムマブ
3mg/kg を 3 週毎に計４回、その後ニボルマブ 240mg を 2 週毎
投与。著効するも、単剤投与２回目待機時に自宅で死亡。司法解
剖で心筋梗塞が死因とされた。本症例につき議論いただければと
思っています。

KS2-4
進展舌癌T4aN2bM0症例の術後治療

○柳本 惣市、林田 咲、森下 廣太、冨永 萌、川北 晃子、
柚鳥 宏和、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

切除可能進展頭頸部扁平上皮癌においては，根治的外科手術後に術後
化学放射線療法を行うことが標準治療とされてきた。有効であること
が証明された治療法は，術後再発ハイリスク例に対する CDDP を同時
併用する化学放射線療法が唯一で，当科でも実施してきた。しかしな
がら，口腔癌においては，放射線療法への CDDP の上乗せにより，局
所頸部制御に有益であるものの，遠隔転移の制御には至らず，その結
果，全生存率の改善は認められないとする報告もある。さらに CDDP 
100 mg/m2 × 3 週ごとを 3 コース＋放射線 66Gy というレジメンは有
害事象が強く，治療関連死のリスクもはらんだ治療法であることも事
実である。最近では，分子標的薬を組み入れた術後化学放射線療法の
有効性についての臨床試験の結果も散見され，将来的には実臨床に用
いられるようになることも予想される。抄録作成時術後 10 日目で，術
後治療についてのご意見をいただきたく，症例提示する。【症例】71 歳
男性。初診：2019 年 8 月。主訴：右側舌の腫瘤。既往歴：高血圧症，
高尿酸血症，胆嚢炎。現病歴：約 5 か月前より右側舌を咬むようにな
り某歯科医院を受診したところ，舌癌疑いにて当科を紹介された。現症：
右側舌縁部に大きさ 50 × 30 × 25mm の硬結を伴う腫瘤形成を認め，
右頸部に約 2cm 程度の弾性硬で可動性を有するリンパ節を 2 個触知し
た。造影 CT および MRI では，右側舌縁部から舌根方向に 43 × 22mm
の造影効果を伴う病変を認め，右上内深頸リンパ節に 3 個の腫大した
リンパ節を認めた。DOI は 18mm と判断した。PET-CT でも同様に
FDG の集積を認め，また上部消化管内視鏡検査にて，胸部食道に表在
性食道癌を認めた（同時性重複癌）。臨床診断：右側舌癌（T4aN2bM0, 
IVA）。処置および経過：右側舌縁部病変から生検を行ったところ，高
分化型扁平上皮癌の診断を得た。2019 年 9 月，全身麻酔下に右根治的
頸部郭清術変法，左肩甲舌骨筋上頸部郭清術，右側舌半側切除術およ
び腹直筋皮弁再建術を施行した。術後病理では，原発巣切除断端は全
周性で陰性であり，浸潤様式 YK-4D，静脈侵襲および神経周囲浸潤が
高度であった。転移リンパ節はレベル IIA に 2 個，レベル III に 3 個，
レベル IV に 2 個の合計 7 個認め，いずれも節外浸潤ありで術後再発高
リスク例であった。

KS2-1
下顎骨軟骨芽細胞型骨肉腫の治療経験

○丸瀬 靖之 1）、川野 真太郎 1）、森岡 政彦 1）、坂本 瑞樹 1）、
木部 琴乃 1）、坂本 泰基 1）、森山 雅文 1）、清島 保 2）、  
中村 誠司 1）

1） 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、

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】骨肉腫（OS）は「腫瘍性の骨・類骨形成を伴った肉腫」と定義され、
多くは若年者の長管骨骨幹端に発生する。頭頸部原発 OS は、OS 全体
の 6-10%と稀であり、好発年齢は 30-40 歳で、若年発症例は少なく、予
後は比較的良好である。組織学的には、骨芽細胞型、軟骨芽細胞型、
線維芽細胞型の 3 型に分類される。組織像の幅は広く、著明な類骨あ
るいは軟骨形成を示すものから、それら基質形成をほとんど伴わない
未分化な像を呈するものまで多彩である。予後因子としては、年齢、
腫瘍径、腫瘍の完全切除の成否などが挙げられる。中でも腫瘍の完全
切除が重要であり、局所制御の成否が予後を大きく左右する。このた
め、広範切除および再建手術が必要となることが多い。四肢 OS は遠隔
転移の頻度が高く、多剤併用化学療法と外科的切除の組み合わせによ
り、生存率が大きく向上してきた。一方、頭頸部原発 OS では、化学療
法の意義については明確にされておらず、頭頸部原発 OS の治療法に
ついて、統一された見解はないのが現状である。今回、われわれは診
断に苦慮し、治療方針に関して、他科と連携して治療にあたった症例
を経験したので、提示させていただきたい。【症例】32 歳、男性。左側
下顎臼歯部舌側の疼痛を自覚し、当科初診 5 ヶ月前に近医総合病院口
腔外科にて生検施行。当院病理部へコンサルトされた結果、骨軟骨腫・
傍骨性骨軟骨異形増生（BPOP）との診断であった。しかし、当科初診
3 ヶ月前、生検部周囲骨の腐骨化を認め、これを摘出し、病理組織検査
へ提出したところ、BPOP もしくは軟骨肉腫の可能性が示唆された。
当科初診 2 ヶ月前、再度、生検施行したところ、軟骨芽細胞型 OS が強
く疑われた。この時点で悪性疾患の確定診断は得られていなかったが、
悪性腫瘍を疑われ、201X 年 3 月に当科を紹介初診した。【経過】入院
下に各種画像検査を施行（cT1N0M0；StageI）。当院血液腫瘍内科およ
び整形外科と併診し、術前・術後化学療法併用の外科的切除を計画し
た。5 月より MAP 療法２クール施行した。この間、6 月に軟骨芽細胞
型 OS の確定診断が得られ、8 月に気管切開術、左側肩甲舌骨筋上頸部
郭清術、下顎骨区域切除術および右遊離腓骨皮弁による再建術を施行
した。術後２ヶ月の現在、術後病理検査結果を待ち、術後化学療法を
施行予定である。

KS2-2
下顎に生じ診断や治療に苦慮した肉腫の一例

○小玉 直樹 1）、永田 昌毅 1）、池田 順行 1）、小山 貴寛 1）、  
勝見 祐二 1）、新垣 元基 1）、齋藤 夕子 1）、山崎 学 2）、  
田沼 順一 2）、西山 秀昌 3）、林 孝文 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　口腔病理学分野、
3）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野

【諸言】今回我々は、下顎に生じ診断や治療に苦慮した肉腫の一例を経験し
たので症例を提示する。

【症例】患者は 66 歳女性。2 週間ほど前に右側頬部の腫脹と開口障害に気づ
き、その後、急激に増悪してきた。近医歯科医院で歯性感染症を指摘され、
紹介で当科を受診した。当科受診時、右側頬部に熱感を伴わない弾性硬の腫
脹がみられ、開口障害および患側の下唇や舌の知覚鈍麻を伴っていた。腫脹
は口腔内からも触知可能であった。CT 検査では右側下顎枝を中心に上方は
側頭下窩から下方は咬筋粗面まで境界不明瞭で骨破壊を伴う辺縁不整な軟組
織病変を認め、辺縁が不均一に造影されるものの病変の内部は造影されず、
粘稠な液体貯留が示唆された。これらは悪性腫瘍を否定できないものの顎放
線菌症を第一に疑う所見であった。MRI 検査では T2 強調像で高信号を示す
軟組織病変であり、造影性や拡散強調像から悪性腫瘍と診断した。CT で造
影されない領域は組織壊死の可能性が高いと判断された。FDG-PET/CT で
遠隔臓器への集積はみられなかった。組織生検にて多形性を示す紡錘形細胞
の増殖が見られ、免疫組織化学にて、増殖細胞は vimentin, calponin, CD99, 
CDK4 陽性を示し、S-100 および MDM2, p16 が一部陽性、Pan-cytokertin, 
CD34, α -SMA, desmin はいずれも陰性であった。FISH の結果、MDM2 遺
伝子の増幅は確認されず、脱分化型脂肪肉腫は否定的であった。鑑別診断と
して未分化多形肉腫と脱分化型軟骨肉腫が考えられたが、組織型の確定には
至らなかった。

【処置および経過】腫瘍の主座や病理所見から下顎に生じた肉腫と診断した。
腫瘍は急激な増大をきたし、口腔内の生検創からも逸脱して窒息リスクが生
じたことから気管切開を要した。腫瘍の進展範囲から手術適応外と判断し、
急激な増大を抑制する目的で放射線治療を先行した。準根治・姑息照射とし
て 60Gy/30 分割を照射し、その後、化学療法としてアドリアマイシン療法
を 3 コース施行した。治療により増大速度が抑制されるなど一定の効果が得
られたが、好中球減少性発熱を発症し、肺炎や下顎骨髄炎の併発もみられた
ことから、有害事象のコントロールが困難と判断し化学療法の継続を中断し
た。基本治療方針を緩和療法として、疼痛管理および栄養管理を行った。

【結語】当科で経験した下顎肉腫について、診断や治療方針について忌憚の
ないご意見をいただければ幸いです。
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KS2-5
顎下腺原発多発頚部転移を有した唾液腺導管癌の1例

○高後 友之、山下 徹郎、細川 周一、山下 新之助、  
鳥居 ちさほ
恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

【症例】66 歳女性、右顎下腺の腫脹と多発の頚部リンパ節腫大
を主訴に来院．CT、MRI、PET 検査にて右顎下腺の腫瘍性病
変とそれに伴う右顎下部、耳下腺内、ルビエールリンパ節、深
頚部リンパ節領域に多発するリンパ節腫大を認めた．FNA にて
Class5 であったが、組織系まではわからなかった．顎下腺癌 
T3N2bM0 Stage4A の診断にて、右頚部郭清術施行．病理検査
結果にて、顎下腺原発の唾液腺導管癌（Salivary duct carcinoma; 
SDC）、リンパ節転移 19 個、節外浸潤あり、脈管侵襲あり、リン
パ管侵襲ありであったため、術後補助療法 CCRT を選択し、RT
 61.90Gy/33fr、CDDP 3 コース施行した．術後 7 か月の PET
検査にて、対側頚部リンパ節転移と多発骨転移を認めた．再発・
転移病変に対し、PCC（PTX+CBDCA+Cmab）療法を 6 コース、
転移性骨病変に対しては放射線外照射を施行した．その後、新規
転移性骨病変を認めたため、プラチナ抵抗性腫瘍の転移性病変と
判断し、Nivolumab を 10 コース投与した．投与中、肝転移を認
め、増大傾向にあったため、PD の判断となった．継続治療とし
て、S-1 を投与、一時的に腫瘍の縮小を認めたが、4 コースにて
不応、その後、Nivolumab Re-Charenge 4 コース行うも転移性肝
病変の増悪を認め、PD となり、BSC から現病死（遠隔転移不制
御）となった．治療開始から 2 年 8 か月であった．
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　他国の医療現場に留学、あるいは勤務することは、医療に対する視野や価値観を広げるだけでは

なく、客観的に自国や自国の医療を考えなおす機会となる。また臨床の現場であれ、あるいは基礎

研究であれ、赴いた国や土地の歴史や風土を理解することで得るものはさらに大きくなる。しかし

海外に渡り研究や診療に従事することにはメリットがある反面、デメリットもある。

　臨床においては各国のお国事情、つまり文化、宗教、人種といった点を踏まえて向き合う必要が

ある。単一民族である我々、日本人には理解できない問題も存在する。その中で母国でも役立つも

のを見出し応用しなくてはならない。また臨床の現場においてはライセンスの問題が存在し、診療

行為に制限が付くこともある。一方、研究においてもグラントが取れているか否かで、研究の質は

大きく変わる。さらに時間的制約のある中で、研究を立ち上がるためには多くの時間と労力を要す

るなど、問題点は多い。

　本シンポジスト達は海外に赴き、口腔がんに対して臨床的に、あるいは海外から日本に来て基礎

研究分野で研鑽を積んだ方々である。日本から４名の方に、そしてハイチから日本に留学中の先生

に講演いただく。

　世界の様々な国における口腔がんを取り巻く環境について最新事情を語ってもらうだけでなく、

実際に肌で感じた海外で学ぶことの良さ、問題点などを語って頂ければと思う。

1月24日㊎　9：00〜10：00　C会場（学士会館　2F 210）
座長　高橋 哲（東北大学大学院歯学研究科・歯学部口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野）

座長　山下 佳雄（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

留学生に学ぶ 真の国際化を目指して：
口腔がんを取り巻く各国の最新事情

公募シンポジウム3
国際シンポジウム

◆ ◆ ◆
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KS3-1
アメリカでの研究留学で感じた癌研究者としての口腔外
科医の特徴

○森田 祥弘
大阪大学　大学院　歯学研究科　口腔外科学第二教室

我が国において、研究者の間では「研究者として海外の研究室で
働くこと」も「留学」と呼び、一般的に「研究留学」という言葉
が用いられている。私は 2015 年 11 月から 2018 年 2 月までの約
２年半の間、「癌研究者としてオクラホマ大学の研究室で働くこと」
ができたので、その「研究留学」の経験を報告する。私が所属し
た研究室はアメリカ合衆国南中部に位置するオクラホマ州（State 
of Oklahoma）の州都であるオクラホマシティ（Oklahoma City） 
にあるオクラホマ大学の Stephenson Cancer Center の研究部門
である。私はこの研究室に Postdoctoral Research Fellow として
雇われ、主に動物実験を中心に癌研究を行なった。私のオクラホ
マ大学での主な研究テーマは「乳癌における抗 E-selectin アプタ
マーの転移抑制効果および抗癌剤増強作用の検討」、「乳癌組織へ
の針生検などによる炎症と患者予後」、「糖尿病と癌（主に NK 細
胞と ADCC への影響）」の３つであり、これらを同時並行して実
験を行なった。その中でも、抗 E-selectin アプタマーに関する研
究は、乳癌において抗癌剤増強作用を示すことから、既存の治療
法に併用する新規の薬剤として非常に興味深い研究であった。
また、自身のテーマではなかったが、同じ研究室内で NCDB 

（National Cancer Data Base）に代表されるビックデータを用い
た乳癌の疫学的研究解析も行われていたため、口腔癌についても
新たに申請し、疫学的解析を行なった。NCDB は米国外科学会
がん部会と米国対がん協会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。今回の発表では、私がオクラホマ大学で行な
った研究の概要をお示しするとともに、日本の口腔外科医がアメ
リカの研究室に Postdoctoral Research Fellow として雇われ、一
定の成果をあげられた理由を「口腔外科医の特徴」という観点か
ら考察する。

KS3-2
口腔がん治療を通じた国際交流と研究留学のススメ

○來生 知
横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

口腔がんの罹患率および罹患患者数は国・地域・環境によって大
きく異なり、欧米では罹患者数は減少傾向にあるが、日本を含む
アジアでは未だ増加傾向で、特にインドなどの東南・西アジアで
は男性におけるメジャーながんの一つである。その主な要因とし
て喫煙、噛みタバコ、ウィルス感染などが考えられているが、そ
れぞれの国の政策や経済事情などにより対策が進んでいないのが
現状である。当科では進行口腔がんの治療として逆行性超選択
的動注化学放射線療法（retrograde superselective intra-arterial 
chemoradiotherapy; IACRT）を行ってきたが、その成果を論文
や国際学会などを通じて発表したところ、イギリスや台湾など複
数の海外ドクターより見学や研修の希望があった。本講演ではそ
の中から昨年、臨床修練制度を利用して台湾の病院の口腔外科部
長が半年間当科で IACRT の研修を行い、実際のカニュレーショ
ンを含む治療法を習得し、現在台湾でその経験を生かして治療を
行っているため、その概要について発表する。また筆頭著者はア
メリカの東海岸と西海岸、連邦機関と大学それぞれで研究留学を
行い、がん治療のバックグランドや最先端の研究、臨床試験など
様々な経験から得るものがあったので、後半は研究留学のススメ
を解説したい。

KS3-3
アメリカ　ミシガン大学歯学部での経験

○後藤 満雄
愛知学院大学　歯学部　顎顔面外科学講座

2018 年 8 月から 2019 年 7 月までの間、アメリカ合衆国にあるミ
シガン大学歯学部（University of Michigan, School of Dentistry）
で在外研究を行う機会をいただきました。シンポジウムでは、そ
こでの経験をご報告させていただきます。ミシガン大学はアメリ
カ合衆国ミシガン州アナーバーにある州立大学で、学業、研究、
医療、スポーツなどの各分野で全米をリードしている大学の一つ
です。歯学部はアナーバー市内のセントラルキャンパスにあり
ます。今回、在外研究先にミシガン大学歯学部を選択した理由
として、私は以前 2005 年より 3 年半、ミシガン大学歯学部にて
Postdoctoral research fellow として在籍していた経緯があるから
です。ミシガン大学歯学部は、全米の歯学部ランキングで 1 位の
評価を受けている名門校であり、今年は 109 名の 1 年生が入学し
ています。アメリカの歯学部は 4 年制教育であり、その前に 4 年
制大学を卒業してから入学するシステムです。ミシガン大学にお
ける口腔外科の臨床は、歯学部の口腔外科クリニック、大学附属
病院の口腔顎顔面外科、大学附属小児病院の口腔顎顔面外科とで
行われています。学生教育に関しては、主に歯学部口腔外科クリ
ニックで行われていました。大学附属病院は歯学部から少し離れ
たメディカルキャンパスにあり、手術を主体とした診療が行われ
ています。扱う疾患は日本の口腔外科とほぼ同じであり、数多く
の手術が行われていました。ここでは将来口腔外科医を目指すレ
ジデントの教育も重要で、Faculty doctor の指導の下に、レジデ
ント達がトレーニングを積んでいました。今回の発表で、臨床、
教育、そして研究に関して全般的なお話ができればと思っており
ます。

KS3-4
高雄医科大学（台湾）における口腔がん診療の実態と周
術期口腔機能管理について

○五月女 さき子 1）、梅田 正博 2）

1）長崎大学病院　口腔管理センター、
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

台湾高雄市にある高雄医科大学は 1954 年に設立された、台湾で最初の私
立医科大学である。歯学部は 1957 年に台湾最初の私立歯学部として設立
された。附属病院である大学附設中和紀念醫院は 1957 年に設立され、
1708 床の病床を擁する台湾南部の最大の基幹病院である。私は 2019 年 9
月より高雄医科大学に留学する機会を得、現在高雄市に在住している。今
回、高雄医科大学での口腔がん診療の実態、高雄医科大学での臨床・研究
生活、高雄市での日々の生活の状況などを紹介したい。これから留学を志
す若い口腔外科医の参考になれば幸いである。
私が所属する部署は牙科部（歯学部）口腔病理影像科で、代訓医師という
立場をいただき臨床研究に従事することとなった。ここはがん放射線治療
や化学療法を行う患者や、骨吸収抑制薬投与患者などに対して口腔管理を
行う、日本でいう周術期口腔機能管理を行う部署である。また病理・放射
線画像診断を専門とする歯科医師が在籍しているため、口腔外科からの確
定診断依頼の患者も多い。
台湾は檳榔の摂取が多く、口腔がんの発生率は非常に高い。舌がんや頬粘
膜がんが多く、半数の患者は局所進展例であり、口腔から顔面皮膚に進展
している患者もしばしばみられる。台湾は日本と同様、歯科医師の single 
license で口腔癌治療を行っている数少ない国の一つである。切除は口腔外
科で行い、遊離皮弁再建は形成外科が行っている。頭頸部癌のカンファラ
ンスにも参加させていただいているが、口腔外科、耳鼻科、放射線科、形
成外科など関連診療科の合同で週に 1 回行われている。
口腔外科外来には約 100 人 / 日の患者が受診し、全身麻酔手術は年に 1000
件以上、口腔癌手術も年に 200 件超あり、非常に多い。しかしスタッフの
数は多くなく、臨床に非常に多忙を極め、研究に充てる時間がどのくらい
あるのか不明である。
周術期口腔機能管理については日本と同様であるが、放射線治療を行う場
合、放射線性う蝕や放射線性顎骨壊死予防の目的で、2000 年ごろからすで
にトレー法による 2%フッ化物の応用を行っており、日本より進歩的であ
ると感じた。
台湾は親日的であり、周りの方に大変親切に対応していただいている。旅
行で数日滞在するのとは異なり様々な環境の違いに戸惑うことは多いが、
口腔外科医、特に口腔がん臨床を多数経験したいと考える若い歯科医師に
は留学先としてお勧めである。
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KS3-5
Oral cancer in Haiti and promotion of my research 
on oncology in Japan

○Siril Yves Junior、高橋 哲、黒田 佳奈子、  
熊本 博之
東北大学　口腔顎顔面外科

Oral cancer is a malignant tumor that forms in any tissues of 
the oral cavity; it is a worldwide disease with a high rate of 
morbidity and mortality particularly in late diagnosis cases. 
Malignant tumors are a burden in the Caribbean and South 
American countries and Haitian people are not exempt. The 
State School of dentistry in Haiti has been for many years 
engaged in an anti-cancer promotion to encourage early 
diagnosis and preventive methods all over the country and 
also by helping and encouraging their students in advanced 
international studies. That situation strongly encouraged me 
to come to Japan and promote my research on oral oncology. 
First I will introduce of the state school of dentistry in Haiti 
and a review of oral cancer, by presenting data relevant to its 
incidence will be presented. Then, I would like to introduce 
my research project on oral oncology in Tohoku University 
Graduate School of Dentistry.
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メディカルスタッフ1 大阪国際がんセンター歯科開設の経緯、現状と課題 M1-1

口腔がん患者の口腔ケア介入に関するアンケート調査 M1-2

口腔衛生管理に苦慮した頬粘膜癌患者に対する
転院までの支援 M1-3

終末期口腔がん患者の周術期等口腔機能管理を行った2例 M1-4

認知症を有する口腔がん患者の口腔ケアの
自立に難渋した一例 M1-5

メディカルスタッフ2 当院における周術期等口腔機能管理と口腔環境 M2-1

頭頸部癌治療におけるエピシル口腔用液の有用性の検討 M2-2

当院におけるエピシル口腔用液の使用経験 M2-3

がんセンター栄養サポートチーム（NST）による
口腔腫瘍患者へのかかわり M2-4

左口腔底癌手術患者に対し多職種協働で
栄養管理を行った症例 M2-5

再建術を伴う舌可動部亜全摘例における
歯茎破裂音の代償性構音 M2-6

メディカルスタッフ
セッション1・2
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M1-1
大阪国際がんセンター歯科開設の経緯、現状と課題

○古川 玲子 1）、石橋 美樹 2）、高島 由貴 1）、北坂 美津子 1）、 
大西 叔美 2）、中山 翠 2）、石本 俊介 2）

1）大阪国際がんセンター看護部、
2）大阪国際がんセンター歯科

緒言および目的：現在のがん診療において口腔機能管理は必要不
可欠である。当院は歯科専門職が不在であったが、看護師を中心
とした口腔ケアチームの活動が原動力となり歯科が開設され、口
腔トラブルへの対応が可能となった。今後の方向性を考察するこ
とを目的に検討を行った。対象および方法：大阪国際がんセンタ
ー歯科開設の経緯、および 2013 年から 2018 年 3 月の間に病棟で
の口腔ケア回診数、歯科受診患者数を調査する。結果：歯科開設
の経緯）当院は開設以来歯科は設置されておらず、2013 年、看
護師の提案がきっかけとなり医師、看護師、非常勤歯科衛生士を
中心に口腔ケアチームが発足し、患者の口腔内情報の把握に努め
てきた。口腔ケアチームの発展により当院執行部の口腔機能管理
の重要性に対する理解が深まり、2014 年非常勤歯科医師の参加、
2017 年 3 月、正式に診療科として歯科が開設された。口腔ケア
チームの現状）口腔ケア回診の数は緩徐に増加傾向であった。し
かし依頼元の病棟、診療科は限定的であった。考察：現在、医科
歯科連携の重要性が認識されてきていが、歯科を有する病院は少
数であり十分な医療が提供されているとはいいがたい。当院歯科
の開設には看護師が中心となって活動が開始された口腔ケアチー
ムの発展が大きな原動力となっていた。今後、口腔ケアチームと
歯科で協働し、病棟と外来看護師間も含め口腔情報を共有する連
携体制の構築を行っていきたい。

M1-2
口腔がん患者の口腔ケア介入に関するアンケート調査

○高本 愛、高橋 絢、宮崎 詠里、中沢 侑香、東本 珠佳、  
酒井 洋徳、栗田 浩
信州大学医学部　特殊歯科・口腔外科

【目的】口腔がんにおける口腔衛生管理は適切な内容とタイミン
グで行う必要がある。本研究の目的は、口腔がん患者における口
腔ケアの内容および介入時期を調査することである。【方法】対
象は長野県内の病院歯科口腔外科 15 施設で、口腔がん手術時、
および、（化学）放射線療法時における介入時期、介入頻度、お
よび、口腔ケア内容に関してアンケート調査を行った。口腔ケア
の内容は「ハード」、「モデレート」、「ソフト」に大別した。【結
果】手術患者の介入は 1 か月前からが 4 施設 27％、前日からが 5
施設 33％であり、内容は 14 施設 93％が「ハード」であった。手
術後は術後 3 日以内に行う施設が 9 施設 60％、全施設で「ソフト」
の口腔ケアを提供すると回答した。（化学）放射線療法前は 80％
の施設で「ハード」の口腔ケアを提供しており、介入時期は 1 か
月前からが 6 施設 42％、1 週間前からが 4 施設 28％だった。化
学放射線療法中は口腔粘膜炎のグレードが上がる毎に介入頻度が
高くなり愛護的な口腔ケアへ移行する傾向があった。【結語】口
腔がんの手術前は 93％の施設が「ハード」の口腔ケアを提供し
ていたが、介入時期にはばらつきがあった。（化学）放射線療法
中は口腔粘膜炎グレードが高くなるにつれて介入頻度が高まる傾
向があった。今後は、根拠に基づいた適正な介入時期および内容
を設定し、実行する必要があると考えられた。

M1-3
口腔衛生管理に苦慮した頬粘膜癌患者に対する転院まで
の支援

○秋元 麻美 1）、若林 宣江 1）、鈴木 祐子 1）、戸田 浩司 2）、  
杉浦 康史 3）、土肥 昭博 3）、野口 忠秀 3）、神部 芳則 3）、  
森 良之 3）

1）自治医科大学附属病院　歯科口腔外科矯正歯科、
2）自治医科大学附属病院　６階東病棟、
3）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座

【緒言】口腔癌の治療に対しては，外科療法を主体として放射線
療法・化学療法などを組み合わせた集学的治療が行われる．一
方こうした治療により口腔内に様々な有害事象が高頻度で発症す
る．効果的な口腔衛生管理は，がん患者の合併症のリスク軽減，
重症化の抑制に寄与し，円滑ながん治療を行うための重要な支援
であり多職種の連携が必要となる．今回，我々は口腔衛生管理に
苦慮した頬粘膜癌患者に対する転院までの支援について報告す
る．【症例の概要】患者は 82 歳男性．左側頬粘膜癌（T3N2bM0）
に対し，気管切開術，左側頸部郭清術，左側頬粘膜癌切除術，右
前外側大腿皮弁による即時再建術を施行し，術後は放射線治療を
行った．患者は治療意欲に乏しく，易怒的な性格で，手術による
口唇閉鎖不全から含嗽が困難で口腔乾燥が重度であったため，特
に病棟での口腔衛生管理に難渋した．術後から誤嚥性肺炎を併発
したが転院まで病棟看護師と歯科衛生士が連携し徹底した口腔衛
生管理・摂食嚥下訓練に努めたことにより，放射線治療を完遂す
ることができた．家族の支援が困難な状況であり，療養病棟へ転
院しリハビリ継続の方針となったため，保健師・ソーシャルワ
ーカーと連携し口腔衛生管理に対する支援を行った．【結語】高
齢で術後の機能障害もある患者に対する口腔衛生管理は苦慮した
が，多職種で連携を取り口腔衛生管理・セルフケアの指導を行い
情報共有することにより転院支援が可能となった．

M1-4
終末期口腔がん患者の周術期等口腔機能管理を行った2
例

○入倉 果歩 1）、上原 奈美 1）、工藤 美佑季 1）、赤松 知美 1）、 
中山 裕香 1）、長嶋 つかさ 1）、高橋 亜希 1）、青木 隆幸 2）、 
太田 嘉英 2）

1）東海大学医学部付属病院　診療技術部　診療技術科、
2）東海大学医学部付属病院　外科学系口腔外科領域

緒言当院は地域がん診療連携拠点病院の役割を担い、我々は周術
期等口腔機能管理を行っている。その中で、終末期口腔がん患者
へ介入を行った２例を報告する。症例症例 1 28 歳女性 既往
歴：特になし 2016 年 11 月、右舌悪性腫瘍の疑いで紹介受診。
SCC と診断、手術施行。不安、不眠から緩和ケア科併診。2017
年 1 月より補助療法を開始。外来にて経過観察。局所再発及び患
側頚部再発、健部への頚部リンパ節転移を認めた。治療方針を検
討中、摂食困難となり緊急入院、数日後緊急気管切開施行。化学
療法 6 クール目施行後、腫瘍より出血、貧血を認め中止。往診医
決定し、自宅退院となる。症例 2 70 歳女性。 既往歴：うつ
病 2018 年 11 月、インプラント周囲炎のため当科受診。精査後
SCC と診断、手術施行。精神的苦痛、疼痛のため緩和ケア科併
診。補助療法拒否のため退院。外来で経過観察中、両肺に多発肺
結節が認められた。気管切開施行後、患者の希望により姑息的放
射線治療を開始。新規病変出現、肺結節の増大・増加。拡大照射
終了後、緩和ケア病棟を有する病院へ転院となる。考察終末期口
腔がん患者の口腔ケアは、単に口腔トラブルを防ぐだけでなく、
心理的なサポートも必要である。今回は、積極的な声かけ、頻回
な介入、思いの傾聴をすることで、患者との信頼関係を構築し
た。今後、周術期等口腔機能管理が患者の QOL の向上につなが
る一助となることを目指していきたい。
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M1-5
認知症を有する口腔がん患者の口腔ケアの自立に難渋し
た一例

○上原 奈美 1）、工藤 美佑季 1）、赤松 知美 1）、入倉 果歩 1）、 
中山 裕香 1）、長嶋 つかさ 1）、高橋 亜希 1）、青木 隆幸 2）、 
太田 嘉英 2）

1）東海大学医学部付属病院診療技術部診療技術科、
2）東海大学医学部外科学系口腔外科領域

【緒言】高齢化社会を向え、認知症を有する患者の受診が増加傾
向にある。認知症の進行に伴い、セルフケアの確立に難渋した症
例を報告する。【症例】86 歳、女性。既往歴：骨粗鬆症、高血圧、
軽度認知症。家族歴：特記事項なし。現病歴：2014 年 3 月、左
下顎臼歯部歯肉に違和感を自覚し、総合病院受診。組織診断施行
し、扁平上皮癌の診断となり、同年 9 月、当科紹介受診となる。
同年 10 月、下顎骨辺縁切除術施行。2016 年 10 月、頚部リンパ
節転移・原発巣再発のため、手術施行。退院後、外来通院にて放
射線治療行う。2019 年 9 月、原発巣再々発のため手術施行。【経過】
今回の術前口腔内環境は、PCR100％と非常に不良。術後早期に
術者磨きから口腔ケア介入再開。術後 5 日目より経口摂取再開、
食形態は嚥下トロミ食。食後は創部に食塊が入り込み、口唇閉鎖
や含嗽も困難な状態であった。口腔ケアの介入頻度増やすも、本
人の意欲みられず、口腔内の環境に変化なし。セルフケアや十分
な含嗽ができないまま、術後 26 日目に自宅退院となる。【考察】
初回の手術時は PC も良好であり、術後もセルフケアの確立が早
期にされた。認知症の進行により、意欲の低下、自己表現の消失
がみられ、セルフケア確立の妨げになったと考えられる。今後
は、本人だけではなく、家族一丸となることで、患者本人の負担
も軽減され、QOL の向上を目指していきたい。

M2-1
当院における周術期等口腔機能管理と口腔環境

○西池 可菜 1）、中西 康大 2）、小川 夏乃 1）、寺村 早希 1）、  
中嶋 弘美 1）、神庭 由貴 1）、田村 優志 2）、高橋 美穂 2）、  
唐木田 一成 2）、坂本 春生 2）

1）東海大学　医学部　付属八王子病院　診療技術科、
2） Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokai 

University School of Medicine, Hachiouji Hospital, Tokyo, 
Japan

周術期等口腔機能管理は，悪性疾患手術を含め，心臓血管外科手
術，移植術などの患者に介入することで，口腔衛生状態不良によ
る手術部位感染や病巣感染および，誤嚥性肺炎などの発症予防が
目的である。今回，当院で行っている周術期等口腔機能管理介入
群における口腔環境の現状について報告する。対象は，2017 年
4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までに各診療科医師より依頼を受
け，当科に受診した患者 1046 名とした。カルテをもとに，口腔
機能管理介入群における口腔環境の現状を後ろ向きに調査した。
2 年間で周術期等口腔機能管理 1 及び 2 で介入した患者は 736
名，周術期等口腔機能管理 3 で介入した患者は 328 名であった。
年齢は 16 歳から 91 歳，男性 624 名（59.7%），女性 422 名（40.3%）
であった。診療科別では，消化器外科 325 名（31.0%），呼吸器外
科 292 名（27.9%），血液腫瘍内科 96 名（9.2%）からの依頼が上
位であった。これらのうち，当科で口腔清掃を除く，他の処置を
行なった割合は，171 名 182 処置であった。口腔粘膜炎や口内炎
などの粘膜疾患等を有していた割合は，103 名 110 症例であった。
周術期等口腔機能管理の介入を依頼されたなかで、口腔清掃以外
の必要な処置の割合から，より積極的な介入が必要な群が一定数
存在していることが示唆された。当院の現状では，より積極的な
介入が必要な患者に介入できていない可能性がある。今後は，こ
れらの患者を選定できるシステム作りが必要と考える。

M2-2
頭頸部癌治療におけるエピシル口腔用液の有用性の検討

○山内 千佳 1）、青木 尚史 2）、堀部 桃子 2）、中根 昇吾 2）、  
高島 裕之 2）、中村 知寿 2）、森田 麻希 2）、菱田 純代 2）、  
加藤 伸一郎 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

【目的】2018 年に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。今
回、頭頸部癌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 ～ 2019 年 8 月に当科で口腔管理を施行
した頭頸部化学放射線療法患者 22 名（男性 17 名、女性 5 名／平
均年齢 69.0 歳）を対象とし、原疾患、口腔カンジダの発症、麻薬
の使用、患者のエピシル使用感での痛みの評価スケール（NRS）
やエピシル平均開始日を後ろ向きに調査した。【結果】原疾患は
咽頭癌と喉頭癌で 6 割を占めた。口腔カンジダ症は 14 名（63.6％）
で発症していた。麻薬は 9 名（40.9％）の使用であった。エピシ
ル発売前（2012 年 3 月～ 2018 年 4 月）に化学放射線療法を受け
た頭頸部癌患者 42 名の麻薬使用率は 66.7％であり、両者を比較
するとエピシル発売後の麻薬使用率は有意（P ＜ 0.05）に低かっ
た。患者の使用感では効果の「実感あり」10 名（45.4％）で NRS
は使用前 4.6、使用後 2.1 と減少し有意差（P ＜ 0.05）を認めた。「ど
ちらともいえない」6 名（27.3％）「実感なし」6 名（27.3％）では
NRS の変化に差はなかった。実感なしでは、刺激による疼痛や保
護膜による違和感、効果を感じないという意見があった。エピシ
ル平均開始日は 14.3 日であった。【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。

M2-3
当院におけるエピシル口腔用液の使用経験

○石井 英美 1）、鈴木 大貴 1,2）、中西 康大 1,3）、伊澤 和三 1）

1）SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　歯科口腔外科、
2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東海大学医学部付属八王子病院　歯科口腔外科

【目的】近年、周術期等口腔機能管理が導入され、口腔衛生管理
を行う患者は増加傾向にある。2018 年 4 月には、局所管理ハイ
ドロゲル創傷被覆・保護材が保険収載され、当院でも積極的に使
用している。周術期等専門的口腔衛生処置の算定と、局所管理ハ
イドロゲル創傷被覆・保護材使用時期について検討したので報告
する。【対象および方法】当院に 2018 年 4 月から 2019 年 9 月ま
でに当科で周術期等口腔機能管理を行い、局所管理ハイドロゲル
創傷被覆・保護材を使用した患者を対象とした。【結果および考
察】内訳は男性 19 名、女性 28 名。47 名、51 症例で複数回使用
は 4 例であった。年齢は 37 から 87 歳、平均 64.41 歳であった。
 当該診療科は消化器内科 24 例、乳腺外科 15 例、外科 4
例、婦人科 2 例、呼吸器内科 1 例、口腔外科 1 例であった。
 口腔粘膜炎は 23 例に発生し、局所管理ハイドロゲル創傷被覆・
保護材の使用で症状は全例改善を認めた。使用ができないアレル
ギーを有する者は無く、使用後の有害事情の発生は無かった。【結
論】口腔粘膜炎の症状が悪化してしまうと、保護材の使用が困難
になる傾向がみられた。使用者の多くは良い評価をしており、局
所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材の使用はより早期に導入す
ることが良いと思われた。
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M2-4
がんセンター栄養サポートチーム（NST）による口腔腫
瘍患者へのかかわり

○松岡 美緒 1,9）、石橋 美樹 2,9）、石本 俊介 2）、倉脇 里穂 1,9）、 
橋田 直 3,9）、安並 佳奈 3,9）、高橋 幸三 4,9）、金澤 真理 4,9）、 
野崎 圭佑 4,9）、藤原 洋子 5,9）、藤嶋 久美子 5,9）、  
坂本 智子 5,9）、吉岡 知美 5,9）、菅方 優司 5,9）、井上 翔平 5,9）、
杉村 啓二郎 6,9）、高橋 秀典 6,9）、矢野 雅彦 6,9）、  
飯島 正平 6,7,8,9）

1）大阪国際がんセンター　栄養管理室、2）大阪国際がんセンタ
ー　歯科、3）大阪国際がんセンター　リハビリテーション科、
4）大阪国際がんセンター　薬局、5）大阪国際がんセンター　看
護部、6）大阪国際がんセンター　消化器外科、7）大阪国際がん
センター　栄養腫瘍科、8）大阪国際がんセンター　緩和ケアセ
ンター、9）大阪国際がんセンター NST

【目的】当センターの平成 30 年 4 月から１年間の NST 回診症例 1694 例の
うち口腔腫瘍症例 60 例の栄養指標の推移を報告する。【対象と方法】口腔
腫瘍症例 60 例を周術期 28 例と非手術例（化学放射線療法 24 例、化学療
法 4 例、他 4 例）32 例に分け、それぞれで栄養関連各指標を評価した。
以下この順で示す。【結果】在院日数は平均 32.4/ 中央値 30 日、19.3/14 日
で周術期はやや長く、週 1 回の NST 回診数は 2.7/2 回、1.9/1 回、入院か
ら退院までの体重変化（%）は 96.0/95.2、98.0/98.9 で、回診回数が増える
ほど体重減少する傾向がみられた。栄養摂取手法は経口摂取が主体で、周
術期は退院時経口摂取単独 23 例中 20 例で途中経腸栄養が併用される一
方、非手術例は 2 例だった。血液検査値指標では周術期は定型的管理によ
り改善傾向が強いが、非手術例では関与期間が短く、評価では病状の影響
も考えられた。【考察】周術期は栄養管理の一環としてのクリニカルパスに
補助的経腸栄養が導入されている反面、個別性の強い非手術例は画一的な
対応が難しく、入院期間が長期化するほど体重減少が顕著で NST の予防
的関与の意義は大きい。また、病状変化の激しい短期入院での管理指標と
しては半減期の短い血清トランスサイレチン値が最も有用だった。そして、
非手術例は複数回治療で入退院を繰り返すため、退院後も次回入院治療に
向けた非入院を含む連続したサポート体制が必要であると考えられた。

M2-5
左口腔底癌手術患者に対し多職種協働で栄養管理を行っ
た症例

○小川 亮子 1）、後藤 陽子 1）、内堀 雅博 2）、青木 隆幸 2）、  
石井 宏明 1）

1）東海大学医学部付属病院　診療技術部　栄養科、
2）東海大学医学部付属病院　歯科口腔外科

【はじめに】
口腔癌患者は、術後に摂食嚥下障害を呈するため、栄養管理に難
渋することが多い。今回、多職種で栄養管理を行い、栄養状態を
維持することができた症例を報告する。

【症例】
左口腔底癌に対し腫瘍切除術、舌下隙郭清術を施行した 71 歳男
性。既往にアルコール性肝硬変に伴う食道静脈瘤があり経鼻経管
チューブ挿入が不可能であるため、術後１日目より経口摂取を開
始した。食事開始時は摂食機能低下と疼痛で摂取が進まず、栄養
充足率が 28％であったが、食形態の調整や、鎮痛剤の使用、精
神面でのフォローを行いながら栄養充足率を 81％まで増加させ
た。その結果、入院中の体重減少率は 4％に抑えることができた。
また、血液データは血清アルブミン 3.5g/dl → 3.8g/dl、C 反応性
蛋白が 3.4mg/dl → 0.4mg/dl と改善傾向であった。看護師からは
精神面、管理栄養士からは食形態や食事に対する不安について支
援を行い術後 23 日目に退院した。

【結語】
本症例はチーム医療によるアプローチによって患者の経口摂取を
すすめ、栄養管理を行うことができたと考える。また、口腔癌は
手術前後で摂食嚥下状態が大きく変化するため患者の精神的な負
担は大きい。患者自身に栄養管理についての受け入れや術後の精
神的負担軽減を図るために、多職種協働による栄養管理の介入は
有効であった。

M2-6
再建術を伴う舌可動部亜全摘例における歯茎破裂音の代
償性構音

○武田 泰助 1）、大房 致江 1）、南谷 晶 1）、菅家 英典 2）、  
唐木田一成 3）、古川 俊明 2）

1）東海大学医学部付属八王子病院リハビリテーション技術科
2）東海大学医学部付属八王子病院リハビリテーション科
3）東海大学医学部付属八王子病院口腔外科

【はじめに】舌切除例の多くは歯茎破裂音（/t/）の明瞭度が低い。
それは、/t/ の代償の困難さを示唆している（渡辺、1988）。実際、
代償性構音の検討は軟口蓋破裂音 /k/ での報告（古川、1996）が
散見されるのみである。今回、/t/ 産生前に口唇閉鎖の構えを作
る代償的な構音操作が奏功した舌可動部亜全摘例を経験した為、
その機序の検討を加えて報告する。

【症例】80 歳代、男性。左舌癌（T2N1M0 stage3）にて左肩甲舌
骨筋上頸部郭清術、左舌可動部亜全摘、腹直筋遊離皮弁による即
時再建術が施行された。術後 42 日の単音節明瞭度は 55％。術後
203 日には 65％と上昇したが、42 日時点に認めた /t/ の破裂が
消失し、歯茎摩擦音（/s/）に歪んで聴取された。一方で、両唇
音に後続する /t/ を含む単語で破裂が聴取されたのを端緒に、/
t/ 産生前に口唇を閉鎖する代償を獲得した。

【考察】渡辺（1988）は舌と口蓋の接触がみられない 4 例に対す
る X 線ビデオを用いた構音動態の観測で、/t/ 産生時に強い口唇
閉鎖がみられたとし、口唇破裂音（/p/）に異聴されたと報告し
ている。本例においては、歪みはあるが軟口蓋及び歯茎硬口蓋破
裂音が聴取される場合があり、舌と口蓋との接触が一定程度はあ
ると推測され、口唇閉鎖の構えが、口唇破裂の生成ではなく、舌
と口蓋前方との接触の促通に寄与したと考えられる。今後、この
代償法における下顎の運動を含めた詳細な機序と舌と口蓋との閉
鎖がより困難な例への適応について検討を重ねたい。
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1月23日㊍　12：05〜12：55　B会場（一橋講堂　2F　中会議場3+4）
座長　太田 嘉英（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）

共催：大鵬薬品工業株式会社

口腔癌治療の現在とこれから
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口腔癌治療の現在とこれから

○桐田 忠昭
奈良県立医科大学　口腔外科学講座

 通常ランチョンセミナーにおいては、ある薬剤についての説明や用法、効果など
について、臨床データとともに示すというのがほとんどであるが、今回は大会長の
太田先生よりもっと広い範囲での口腔癌治療について話してほしいという要望があ
り、このようなタイトルとなった。本内容は、本来であれば学会の本講演の中で話
をさせていただくところであるが、そのような経緯で行うことになったことをご理
解いただきたい。
 口腔癌治療は、ガイドラインによる治療が大原則であり、現在「口腔癌診療ガイ
ドライン 2019 年版（2019.10.20 発刊）」、「頭頸部癌診療ガイドライン 2018 年版」、

「NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Ver.3. 2019」、「ESMO Clinical 
Practice Guidelines 2010」があり、これらに基づいて行われる。現在の口腔癌治療
のモダリティとしては、外科療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法の大きな４つ
が存在するが、どのガイドラインにおいても外科療法が主体となっていることは
周知のことである。最近の治療の進歩としては、全てのモダリティにおいて進展
が見られるが、特に薬物療法、免疫療法において、新規薬剤の出現が大きく貢献し
ているものと思われる。「頭頸部がん」の適応として保険上承認されている薬剤と
しては、古くは BLM、PLM、MMC、テガフールがあり、その後 UFT、CDDP、
DTX、S-1、PTX などの現在主体となっている化学療法薬が出現し、2012 年には
分子標的治療薬 Cetuximab が承認された。また、2017 年には免疫チェックポイン
ト阻害薬である Nivolumab が出現し、もうしばらくすれば Pembrolizumab も承認
される予定である。これらの分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬は、主
に進行・再発癌に対する治療として使用され、これまでにはない効果を上げている
が、今後は進行癌における一次治療の早い段階で使用されてくる可能性があり、治
療選択肢はさらに増えるようになると思われる。また、光免疫療法の局所再発頭頸
部癌に対する第２相試験が今年の ASCO で発表され、奏功率 44%（CR14%）、全
生存期間中央値 9.3 か月という、免疫チェックポイント阻害薬を上回る成績が示さ
れ、５つ目の新規治療モダリティとなる可能性があり、今後の結果が期待される。
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留学
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　　 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、日本口腔科学会認定医・指導
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

所属学会役員等

日本口腔腫瘍学会（理事長）、日
本口腔外科学会（常任理事）、日
本癌治療学会（理事）、日本頭頸
部癌学会（理事）、日本口腔科学
会（評議員）、日本口腔内科学会（評
議員）、日本口腔顎顔面外傷学会

（評議員）、日本有病者歯科医療学
会（評議員）、日本顎顔面インプ
ラント学会運営審議委員、日本学
術会議連携会員
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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）

共催：MSD株式会社

臓器横断的診療時代における
がん薬物療法
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臓器横断的診療時代におけるがん薬物療法

○清田 尚臣
神戸大学医学部附属病院　腫瘍センター

 がん薬物療法は、永らく殺細胞性抗がん薬を中心に開発が進められてきたが、固
形がんにおいても様々な分子標的薬の有効性が証明され、頭頸部がんにおいては抗
EGFR 抗体であるセツキシマブが局所進行例及び転移再発例における有効性がラン
ダム化第Ⅲ相試験において示された。そのような中で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るようになり、先ず PD-1 受容体を標
的とする抗 PD-1 抗体のニボルマブがプラチナ抵抗性頭頸部扁平上皮癌に対する有
効性をランダム化第Ⅲ相試験（CheckMate141 試験）において示した。さらには、
他の抗 PD-1 抗体においても、転移・再発頭頸部がんの開発が進んでおり、より早
い段階で免疫チェックポイント阻害薬を使用する時代が到来することになる。この
ような、殺細胞性抗がん薬・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬を利用可能
なエビデンスに基づき患者の個々の状態に合わせて選択し、その効果を最大限に引
き出しながらも各薬剤に特徴的な有害反応を適切に管理するには、臓器別診療体系
の枠にとらわれない診療連携体制を各施設内及び施設間で構築する必要がある。更
には、固形がん患者を対象とする包括的がんゲノムプロファイル検査が保険診療で
実施可能となり、益々臓器横断的診療の重要性が増している。
 以上のような背景から、頭頸部がんに対して使用しうる様々な薬剤を、その適応
から治療管理に至るまで総合的に管理できる腫瘍内科医の育成と多職種診療体制及
び院内外診療連携体制の充実が必要である。その試みの一つとして立ち上げた日本
口腔外科学会と日本臨床腫瘍学会の学会間連携による頭頸部がん診療連携プログラ
ム（http://www.jsmo.or.jp/headandneck-chemo/）は開始後 2 年を経過し、より
良い診療連携体制構築のために本プログラムを更に推進する必要がある。

職　歴

1999.5
　　 大阪府済生会中津病院内科系

研修医
2001.6
　　 大阪府済生会中津病院消化器
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　　 神戸大学医学部附属病院　腫

瘍・血液内科　助教
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　　 神戸大学医学部附属病院腫瘍

センター　特命准教授

所属学会

日本内科学会、日本消化器病学会、
日本頭頸部癌学会、日本癌治療学
会、日本臨床腫瘍学会、米国臨床
腫瘍学会、欧州臨床腫瘍学会、日
本甲状腺外科学会

賞罰・資格など

2005.9
　　 日本内科学会認定内科医 
2007.12
　　 日本内科学会指導医 
2008.1
　　 日本消化器病学会専門医
2009.6
　　 Antwerp University Hospital

短期研修 
2010.4
　　 日本臨床腫瘍学会がん薬物療

法専門医
2010.4
　　 がん薬物療法専門医　海外派

遣事業選考採択
2011.1
　　 日本臨床腫瘍学会協議員
2011.5
　　 Editorial Board of International 

Journal of Clinical Oncology
2013.5
　　 Reviewer Board of Japanese 

Journal of Clinical Oncology
2014.1
　　 Editorial Board of Annals of 

Oncology
2014.4
　　 日本臨床腫瘍学会指導医
2014.12
　　 JCOGデータセンター Best 

Study Coordinator賞
2016.12
　　 日本内科学会総合内科専門医
2018.6
　　 日本頭頸部癌学会代議員
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1月23日㊍　12：05〜12：55　D会場（学士会館　3F 320）
座長　高橋 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）

共催：オカダ医材株式会社

カスタムメイドチタンメッシュトレイと
海綿骨骨髄細片を用いた

顎骨再建の有用性

学術セミナー3
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カスタムメイドチタンメッシュトレイと海綿骨骨髄細片
を用いた顎骨再建の有用性

○佐々木 朗
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腫瘍制御学講座　口腔顎顔面外科学分野

 「口腔癌診療ガイドライン 2019 年」では，下顎区域切除後の一次再建においては
血管柄付き骨移植による顎骨の再建が第一選択であると示されている。その有用性
については広く認知されているが，実際には血管吻合手術が必要であり，患者の年
齢や基礎疾患によって長時間の手術が不可能な場合もあり，また整容面や補綴治療
における咬合構築の面で三次元的形態の再現が十分でない場合もある。一方，顎骨
形態の再現を目的に，三次元な顎骨形態を付与したチタンやポリ乳酸からなるメッ
シュトレイに優れた骨形成能を有する海綿骨骨髄細片（PCBM）を充填させて行う
顎骨再建術が開発されている。現在では 3D プリンターを用いた顎骨の三次元モデ
ルの作製が一般的となり，CT データを用いて手術シミュレーションも可能であり，
欠損部の骨格形態をコンピューター上で再現し，カスタムメイドでチタンメッシュ
トレイを作製することができるようになった。そのため整容的にも最終補綴治療を
考慮した機能的にも理想的な骨格形態の構築が可能となることから，自由度も高く
優れた顎骨再建法として用いられるようになってきた。我々も 2014 年より，強度
を考慮し新たに設計された Margaret 構造を有するウルトラフッレクスメッシュ ®

（オカダ医材）を用いて下顎区域切除症例に対して顎骨再建を行っている。同シス
テムには，顎骨再建用のウルトラフッレクスメッシュカスタム（UFMC）とイン
プラント骨増量用のウルトラフッレクスメッシュプレート（UFMP）二つがあるが，
顎骨再建に用いられる UFMC は受注生産体制をとっており，CT の DICOM デー
タを製造元のネクスト 21（株）に送ることでメッシュトレイの作製までが可能で
ある。具体的には，顎骨形態を精密に再現した三次元モデルをもとにメッシュの設
計を指示すれば，それに適合させたチタンメッシュの完成品を入手することができ
る。そのため術者はプレベンディングなどの前準備が不要で，特殊な技工作業を行
えない施設でも使用が可能である。本システムは悪性腫瘍のみならず外傷による骨
欠損や良性腫瘍での即時再建など幅広い適応を有している。本セミナーでは，症例
を供覧し本システムの有用性や使用に当たっての問題点についてお話をしたいと思
います。
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二講座 助手
1992年
　　 テキサス大学サンアントニオ

校ヘルスサイエンスサンタ− 
博士研究員（内分泌・代謝部
門）

1994年
　　 岡山大学歯学部附属病院第二

口腔外科 講師
2001年
　　 岡山大学大学院医歯学総合研

究科 歯顎口腔病態外科学分
野 准教授

2003年
　　 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 教授

2007～2011年
　　 岡山大学病院歯科系代表副病

院長

資　格

歯学博士（岡山大学）
日本口腔外科学会専門医・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
日本口腔内科学会専門医・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）
日本顎顔面インプラント学会指導
医

受賞歴

1995年
　　 米国骨代謝学会   

Young Investigator Award
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1月24日㊎　12：20〜13：10　B会場（一橋講堂　2F　中会議場3+4）
座長　栗田 浩（信州大学医学部歯科口腔外科学教室）

共催：富士フイルム富山化学株式会社

今日からできるオーラルケアから
口腔カンジダ症治療まで

学術セミナー4
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今日からできるオーラルケアから口腔カンジダ症治療まで

○阪井 丘芳
大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能治療学教室

 人は人らしく、口を使って食事を楽しみながら、人生の終末を健やかにむかえた
いものです。昨年４月に口腔機能低下症という病名が生まれ、口腔機能を評価しよ
うとする取り組みから口腔乾燥と嚥下機能低下に関する項目が保険に収載されまし
た。さらに令和元年６月に厚労省から高齢者の医薬品適正指針が発令され、歯科医
師や歯科衛生士が口腔内環境や嚥下機能を確認し、薬剤を内服できるかどうか（剤
形、服用方法）、また薬物有害事象としての嚥下機能低下等を確認するように記載
されました。皆様ご存じでしょうか？
 我々は誤嚥性肺炎、摂食嚥下障害を防ぐために、ドライマウス患者の口腔ケア活
動を行っています。一般的にドライマウス患者の口は汚れやすく口腔機能が低下す
ることから、口腔カンジダ症や肺炎になりやすいと言われています。「どうして唾
液が出なくなるのでしょうか？」なかなか簡単には説明できないと思います。さま
ざまな病気、加齢、治療だけでなく、お薬の副作用、心のストレスも口に影響を与
えます。
 様々な疾患に対するお薬の服用は有効な治療法ですが、ポリファーマシー（多剤
服用）になると副作用が強くなることが知られています。抗コリン作用はドライマ
ウスや便秘を生じますが、うがい薬や便秘薬を追加処方されるだけで、なかなか対
応できないのが現状です。口腔腫瘍に対する手術や放射線治療が原因と思われがち
ですが、他の要因がドライマウスを引き起こしていることもあり、留意すべき点も
多いです。
 今回の講演では、実際の症例を示しながら、すぐに役立つような対応法をご紹介
します。唾液の機能、意外に知られていない高血圧症や泌尿器疾患、睡眠障害との
関係、口腔管理の基本から口腔カンジダ症に対する対応についても解説する予定で
す。今日からの臨床だけでなく、ご自身の健康にもつながります。ご興味のある
方々の参加をお待ちしております。

【参考文献】
ドライマウス ～今日から改善・お口のかわき～ 阪井丘芳著 医歯薬出版 
高齢者のドライマウス ～口腔乾燥症・口腔ケアの基礎知識～ 
阪井丘芳著 医歯薬出版
高齢者の医薬品適正使用の指針について（各論編（療養環境別））
令和元年 6 月 14 日 厚生労働省 https://www.pmda.go.jp/files/000229948.pdf

略　歴

1991年
 徳島大学歯学部　卒業
 大阪大学歯学部附属病院  
第一口腔外科 研修医

1994年
大阪警察病院　歯科口腔外科 医員

2000年
米国国立衛生研究所（NIH）  
客員博士研究員

2001年
日本学術振興会 海外特別研究員

2004年
大阪大学歯学部附属病院　  
口腔外科（制御系） 講師

2006年
米国国立衛生研究所（NIH）  
客員教授
大阪大学歯学部附属病院　  
顎口腔機能治療部　部長
大阪大学大学院歯学研究科  
顎口腔機能治療学教室　教授

主な学会活動、役職、資格

日本口腔科学会 理事　認定医・
指導医／日本口蓋裂学会 理事／
日本口腔外科学会認定口腔外科 
専 門 医・ 指 導 医 ／International 
Confederation of Cleft Lip & 
Palate, Related Craniofacial 
Anomalies理事／日本口腔リハビ
リテーション学会理事／日本唾液
腺学会　理事／IADR 評議員／日
本抗加齢医学会 幹事・評議員、
専門医／抗加齢歯科医学研究会 
世話人／日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会 認定士／日本口
腔医科学フロンティア 世話人／
日本ドライマウス研究会 世話人
／大阪神戸シェーグレン症候群研
究会　世話人

主な受賞歴

米国NIH Visiting Program Award
（2000-2001年、2004-2006年
に2度受賞）
 Gordon Research Conference-
Salivary Glands and Exocrine 
Biology-Best Poster Award

（2003年、2010年、2017年に  
3度受賞）
第2回口腔医科学フロンティア  
最優秀賞（2003年）
 平成18年度国立大学法人大阪大
学教育・研究功績賞（2007年）
第89回米国口腔顎顔面外科学会
最優秀講演賞（2007年）
平成22年度国立大学法人  
大阪大学功績賞（2010年）
 第16回歯科基礎医学会  
ライオン学術賞（2016年）

主な業績、参考図書

ドライマウス
−今日から改善・お口のかわき−
医歯薬出版、2010
高齢者のドライマウス
−口腔乾燥症・口腔ケアの基礎知
識−
医歯薬出版、2017
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置
治療、医歯薬出版、2014
サイエンス誌に載った日本人研究
者2010、2011年4月
Nature 2003; Science 2010; 
Eur Respir J 2016; Nature 
Communications 2018

GS-4
学術セミナー4　1月24日㊎　12：20〜13：10

学
術
セ
ミ
ナ
ー



126 第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 127

1月24日㊎　12：20〜13：10　C会場（学士会館　2F 210）
座長　桐田 忠昭（奈良県立医科大学　口腔外科）

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

遠隔転移頭頸部癌における治療戦略
およびその支持療法について

学術セミナー5

◆ ◆ ◆



128 第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology 129

遠隔転移頭頸部癌における治療戦略およびその支持療法
について

○山﨑 知子
宮城県立がんセンター　頭頸部内科

  手術や放射線療法の適応がない遠隔転移・再発頭頸部癌の予後は著しく不良で
ある。未治療の場合、予後は約 2-4 か月程度であり、加えて、局所および所属リン
パ節再発の場合、咀嚼、嚥下、呼吸、外観、出血のリスクなど様々な問題が生じ、
患者の QOL を著しく低下させる。

 薬物療法は緩和ケア単独と比較し、生存期間延長と QOL 改善に結び付くため考
慮されるべき治療方法であり、近年、同対象において、免疫療法の開発が進んでい
る。頭頸部癌再発転移症例におけるプラチナ製剤不応例には、抗 PD-1 抗体である
ニボルマブが承認されているのは周知のとおりであるが、さらなる治療成績向上の
ため、免疫療法に殺細胞性抗がん薬、分子標的薬、免疫療法薬、放射線療法などを
組み合わせた治験も行われている。

 遠隔転移・再発頭頸部癌患者を診察する際には、他職種および患者、その家族が
協同し、治療にあたることが重要となる。頭頸部癌に特有である失声、経管栄養を
必要とする症例への対応、独居、高齢の患者の症例も増加しており、これまで以上
の他職種との連携、行政からのサポートが必要となる。

 本セミナーでは、同対象症例における薬物療法の変遷、および薬物療法を施行す
る際に留意すべきことを中心に考察したい。

略　歴

2002年
　　 岩手医科大学歯学部卒業
2006年
　　 岩手医科大学医学部卒業　
2006年～2009年
　　 岩手県立中央病院　初期研

修・後期研修
2009年
　　 国立がん研究センター東病院
2009年～2012年
　　 消化管腫瘍科 レジデント
2012年～2013年
　　 頭頸部内科 シニアレジデン

ト
2014年～2015年
　　 頭頸部内科/先端医療科　医

員
2016年
　　 順天堂大学医学研究科　大学

院卒業
2016年
　　 宮城県立がんセンター頭頸部

内科科長　今に至る

資　格

・医師免許
・歯科医師免許
・医学博士
・ 日本内科学会認定医・総合内科

専門医
・ 日本臨床腫瘍学会　がん薬物療

法専門医
・ 日本癌治療学会　がん治療認定

医
・日本医師会認定産業医
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1月24日㊎　12：20〜13：10　D会場（学士会館　3F 320）
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）

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

口腔粘膜炎の評価について再考する
◆ ◆ ◆

エピシル 180 例の使用経験
─オーラルケア科の口腔外科医が求めら

れること、感じたこと─
◆ ◆ ◆
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口腔粘膜炎の評価について再考する

○青木 隆幸
東海大学医学部外科学系口腔外科学領域

 近年、がん治療は、薬物療法、放射線治療を中心に進歩を遂げ、よりロジックに
行われるようになり予後の改善に寄与している。その一方で、治療による有害事象
や合併症は増加している。なかでも口腔粘膜炎の重篤化は、疼痛・不快感による
Quality of Life（QOL）の低下をきたし、経口摂取困難に伴う栄養状態の悪化、誤
嚥性肺炎などの合併症など全身状態に大きな影響を与える。そのため、口腔粘膜炎
への対策は、治療の完遂に関与し、医療経済的有用性についても指摘されている 1。
 がん治療における口腔粘膜炎の対策として、周術期口腔ケアは、その重篤化を抑
制することが示されている 2, 3。現在、周術期口腔ケアは、がん支持療法の一端を
担い、歯科の新たな役割として、その重要性は益々高まっている。平成 24 年の診
療報酬改定で「周術期口腔機能管理料」が新設されて以来、その需要も多くなり、
各施設でさまざまな取り組みが行われている。
 周術期口腔ケアの臨床および研究を行うにあたり、有害事象の評価は重要で
ある。現在、最も多く用いられている有害事象評価ツールのひとつとして、米
国 National Cancer Institute（NCI） に よ る Common Terminology Criteria for 
Adverse Events（有害事象共通用語規準 : 以下 CTCAE）があげられる。2018 年、
CTCAE v5.0 日本語版が開発され、口腔有害事象の評価としても用いられている。
しかし、医療者による他覚的評価は、患者の主観と乖離していることが指摘され
ている 4-7。また、複数の医療者が同じ患者の症状を評価しても、異なった結果を
示すことが多く、他覚的評価の信頼性について疑問視する報告が認められる。こ
れらは、PRO（Patient Reported Outcome）の重要性を示し、他覚的評価のみな
らず、患者の主観的評価も併せて行うことを推奨している。NCI も、新たに PRO-
CTCAE を開発し、2017 年 2 月から日本語版も公開されている。
 本セミナーでは、PRO について紹介し、周術期口腔ケアの臨床および研究を行
うにあたり、適切な有害事象の評価方法について会場の皆様とともにディスカッシ
ョンしたいと考える。

（文献）
1．Saito K, et.el.al. Support Care Cancer. 2014
2．Niikura N, Umeda M, Ota Y, et.el. Oncologist. 2019
3．Schwendicke F, et.al. J Clin Periodontol 13
4．Basch E, et.al. Lancet Oncol. 2006
5．Basch E, et.al. N Engl J Med. 2010
6．Basch E, et.al. Ann Rev Med. 2014
7．Aoki T, et.al. Support Care Cancer. 2019

略　歴

1992年3月
　　 日本歯科大学歯学部卒業
1992年6月
　　 東海大学医学部付属病院　臨

床研修医
1994年4月
　　 東海大学医学部付属病院口腔

外科　臨床助手
1997年4月
　　 東海大学医学部口腔外科学教

室　助手
　　 いわき市立総合磐城共立病院

歯科口腔外科（出向）（至：
2001年3月）

2003年4月
　　 東海大学医学部外科学系口腔

外科学領域　講師
2009年4月～現在
　　 東海大学医学部外科学系口腔

外科学領域　准教授

資　格

博士（歯学）
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）
日本顎関節学会認定　顎関節専門
医
インフェクションコントロールド
クター
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エピシル 180 例の使用経験
─オーラルケア科の口腔外科医が求められること、
感じたこと─

○石橋 美樹
大阪国際がんセンター歯科

 従来、がん治療にともなう口腔粘膜炎に対しての適応を有する薬剤、医療材料は
ありませんでした。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」

（以下「エピシル」）は歯科材料で医科からの投与はできません。平成 30 年度診療
報酬改訂に関する説明会で厚生労働省の担当官から医科歯科連携推進の起爆剤とし
て期待している旨の説明があったと聞きます。しかし、現実には、「とにかくエピ
シルを出してください」とナースから、「歯科からしか出せないってとっても不便」
と医師から、「病院に歯科医師がいないので、医師が出せるエピシルの代替品って
ないの？」など様々な声を聞きます。また効果、使用感に関して患者さんの声も賛
否両論、色々ありますが、なかには、飲水もほとんど不能であった患者さんが、エ
ピシルの使用直後からごはんを食べることができるようになったという経験もして
います。的確症例の選択について考えてみたいと思います。
 大阪国際がんセンター歯科（オーラルケア科）は、がん患者の周術期口腔機能管
理のみを行うことを目的として開設され、現在約 3 年が経過しつつあります。今ま
でのがんを治療する側から一変し、がん治療のサポーティブケアを行う側に……、
戸惑いの中、病院からは「売り上げが上がらないのはわかっていますが、口腔外科
手術ではなく、オーラルケアの分野で頑張ってほしい」と言われました。
 現在、患者数は順調に増加し重症口腔粘膜炎の治療機会に恵まれています。エピ
シル投与も多数例経験し、新しい治療手段を手に入れたことのありがたさを実感し
ています。これらの経験の中から本当に患者さんが私たちに求めるものは口腔内の
局所処置という以上に全身的背景に対する配慮、がん治療の悩みを相談できること
ではないかと感じるようになりました。これらの希望にこたえるために、担当医と
して口腔がん治療を行った経験が本当に役立っています。最近では当科でも入院、
全麻手術も可能となったものの、対象は周術期口腔機能管理患者のみで、口腔外科
に対する理解不足や制限も多くあります。少しずつですが、理想とする形に向か
って前進していきたいと思っています。患者さんの求める真の口腔機能管理を実現
し、病院全体にも大きく貢献するため、オーラルケア科での診療をどのように発展
させて行くか、経験豊富な先生方からご意見をいただけましたら幸いです。

略　歴

1999年
　　 大阪大学歯学部卒業
　　 兵庫医科大学歯科口腔外科　

臨床研修医
2003年
　　 星ヶ丘厚生年金病院　歯科口

腔外科　医員
2006年
　　 大阪大学歯学部附属病院　第

一口腔外科　医員
2010年
　　 NTT西日本大阪病院　歯科

口腔外科　医員
2014年
　　 吹田徳洲会病院　歯科口腔外

科　部長
2016年
　　 大阪大学大学院歯学研究科　

口腔外科学第一教室　助教
2017年
　　 同　講師
2017年4月─
　　 大阪国際がんセンター歯科　

部長

主な資格

日本口腔外科学会認定専門医・指
導医
がん治療認定医（歯科口腔外科）
歯学博士

GS-6-2
学術セミナー6　1月24日㊎　12：20〜13：10
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1月23日㊍　15：35〜16：25　B会場（一橋講堂　2F　中会議場3+4）
座長　青木 隆幸（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）

共催：帝人在宅医療株式会社／グンゼメディカルジャパン株式会社

ポリグリコール酸シート
＋フィブリン糊スプレー

による口腔癌切除後軟組織欠損の被覆
◆ ◆ ◆

進化した MCFP 法
◆ ◆ ◆

アフタヌーンセミナー1
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ポリグリコール酸シート＋フィブリン糊スプレーによる
口腔癌切除後軟組織欠損の被覆

○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

 口腔癌切除後の広範な組織欠損に対する再建には遊離組織移植が一般的である。
一方、比較的小範囲の軟組織欠損では以前は植皮や人工真皮による被覆がしばしば 
行われていたが、演者は 2008 年よりポリグリコール酸シート＋フィブリン糊スプ
レーを用い、その有用性について報告してきた（日口外誌 2011, 口科誌 2011, Br 
J Oral Maxillofac Surg 2012, J Oral Maxillofac Surg 2013, J Oral Maxillofac Surg 
2015, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018）。また，動物実験により
本法は開放創と比較して瘢痕拘縮が少なく形態維持性に優れていることも確認した

（J Oral Maxillofac Surg Med Pathol 2017）。
 本法は術式も簡便で軟組織だけではなく顎骨表面にも応用可能であるが、基本的
には「広く浅い欠損」に用いるのが適切で、筋層深くまで切除した場合には遊離組
織移植が適している。今回本法を応用した口腔癌手術症例を供覧し、その適応につ
いて再度考えてみたい。

略　歴

1977年3月
　　 大阪府立三国丘高校卒業
1983年3月
　　 東京医科歯科大学歯学部卒業
1987年3月
　　 神戸大学医学部大学院医学研

究科修了（医学博士）
1987年4月
　　 神戸大学医学部附属病院歯科

口腔外科　医員
1987年7月
　　 沖縄セントラル病院歯科
1988年7月
　　 神戸大学医学部附属病院歯科

口腔外科　医員
1990年6月
　　 神鋼加古川病院歯科口腔外科

医長
1997年11月
　　 神戸大学医学部附属病院手術

部　助手
1999年11月
　　 神戸大学医学部口腔外科学講

座　講師
2000年4月
　　 神戸大学医学部口腔外科学講

座　助教授
2011年3月
　　 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　
教授

2013～2018年
　　 長崎大学病院周術期口腔管理

センター長（兼任）
2013～2014年
　　 長崎大学病院副病院長・歯科

系診療部門長（兼任）

専門領域

口腔癌の外科療法
周術期口腔機能管理

資　格

日本口腔外科学会　専門医・指導
医
日本口腔科学会　認定医・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　暫定指導医

所属学会

日本口腔腫瘍学会（常任理事）
日本口腔ケア学会（常任理事）
日本口腔外科学会（代議員）
日本口腔科学会（評議員）
日本頭頸部癌学会（評議員）
日本有病者歯科医療学会（代議員）

AS-1-1
アフタヌーンセミナー1　1月23日㊍　15：35〜16：25
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進化したMCFP法

○安里 亮
京都医療センター　頭頸部外科

 PGA シートは、Polyglycolic acid モノポリマーを素材とした吸収性の不識布で、
組織の凹凸や運動に十分追従できる柔軟性・伸縮性があり、フィブリン糊との相
性がよく、その組み合わせによる生体への接着力も高い。呼吸器・肝臓外科領域
で肺瘻防止・止血などを目的に 1990 年代から使用されており、演者が 2007 年よ
り MCFP（Mucosal defect Covered with Fibrin glue and Polyglycolic acid sheet）
法として口腔・咽頭癌切除後の創部被覆にはじめて応用し、疼痛緩和・出血予防に
有効であることを報告し、本領域でも普及することとなった。当初は術後にシート
の早期剥離脱落・出血などが時折にみられたが、接着力の向上のためパッチワーク
法（シートを細切して創部に敷き詰める）と圧着法（フィブリン糊スプレーを創部
に散布し、ただちに用手にて圧迫）を開発した。これにより PGA シートの早期剥
離例は見られなくなり、MCFP 法は極めて安定した被覆法となり、以前は術後に
剥離したシートの切除などのメンテナンスを擁していたが、現在はそれも不要とな
り、術者の負担軽減も進んだ。こういった安定性を背景に、進行口腔癌の一部やか
つてはほぼ全例早期剥離をきたし適応外と考えられた下咽頭癌などにも適応が拡大
している。

略　歴

1989年
　　 京都大学医学部同上卒業
1989年
　　 京都大学医学部耳鼻咽喉科　

研修医
1990年
　　 天理よろず相談所病院勤務　

医員
1996年
　　 京都大学耳鼻咽喉科　助手
2009年
　　 京都医療センター　頭頸部外

科診療科長
2011年
　　 　　　同　　　　　手術部副

部長（兼務）

資格等

耳鼻咽喉科専門医・指導医
頭頸部癌　専門医・指導医
内分泌外科専門医
気管食道科専門医
がん治療認定医

日本頭蓋底外科　評議員
日本頭頸部癌学会　代議員
日本気管食道科学会　評議員

AS-1-2
アフタヌーンセミナー1　1月23日㊍　15：35〜16：25
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アフタヌーンセミナー2

1月23日㊍　15：35〜16：25　C会場（学士会館　2F 210）
座長　太田 嘉英（東海大学医学部外科学系　口腔外科学領域）

共催：株式会社大塚製薬工場／イーエヌ大塚製薬株式会社

周術期の栄養管理
最新の考え方を学ぶ

Perioperative nutrition
Learning newest knowledge

◆ ◆ ◆
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周術期の栄養管理
最新の考え方を学ぶ
Perioperative nutrition
Learning newest knowledge

○谷口 英喜
済生会横浜市東部病院　患者支援センター

 手術は侵襲が大きいことから、従来は術後には高エネルギーが必要とされ、それ
に伴う高血糖に対してはインスリンを併用し対応してきた。また、術後は消化管と
全身の安静を保つ目的で、長時間の絶飲食と安静が必要とされた。その影響で、尿
道カテーテルや胃管などの留置が継続され、場合によっては中心静脈栄養のための
カテーテルが挿入されていた。経口摂取が始まったとしても、流動食から、分がゆ
へとスッテップアップを経過して、常食になるまでの期間が長かった。
 それに対して、現在では周術期栄養管理においては、低エネルギーを許容して

（permissive hypo calorie）、高血糖を回避することが患者の予後を改善することが
示されている。可能な限り経口摂取を促進し、経静脈栄養よりも経口栄養を選択
する。欧州を中心に全世界に普及が進んでいる術後回復促進策においては、術後
早期に飲み始めること（Drinking）、食べ始めること（Eating）、動き始めること

（mobilizing）により、患者の術後回復が促進されることが推奨されている。（それ
ぞれの頭文字を統合して DREAM と称する）。
 また、術前においては、可能な限り術直前まで炭水化物を摂取して絶飲食期間を
短くすることで、術後のインスリン感受性の低下が防げることが報告されている。
日本麻酔科学会からも術前絶飲食ガイドラインが公表され、多くの施設で経口補水
液などを術前に摂取させる管理が普及している。術前の緩下薬の投与や、術中の水
ナトリウムの過剰負荷も術後の腸管機能の回復を阻害する。また、術前のサルコペ
ニアやフレイルに対しては、可能な限りの栄養支援とリハビリテーションなどのプ
レハビリテーションを実施することが有効とされている。
 本セミナーでは、上記のごとく普及している最新の周術期栄養管理に関して、術
後回復促進策や術前絶飲食ガイドラインなどを紹介し、最新の知見を提供していき
たい。

略　歴

1991年
　　 福島県立医科大学医学部卒業
　　 横浜市立大学医学部附属病院

にて臨床研修医
1995年
　　 横浜市立大学医学部付属病院

救命救急センター集中治療室
助手

2001年
　　 神奈川県立がんセンター麻酔

科医長
2008年
　　 神奈川県立保健福祉大学保健

福祉学部栄養学科准教授　
2011年
　　 同　教授（平成26年4月より

ハノイ医科大学栄養学科　客
員教授）

2016年
　　 済生会横浜市東部病院　周術

期支援センター長　兼　栄養
部部長

　　 東京医療保健大学大学院客員
教授

2017年4月より
　　 神奈川県立保健福祉大学大学

院看護領域臨床教授
2018年4月より
　　 済生会横浜市東部病院　患者

支援センター長
2019年1月より
　　 慶應義塾大学麻酔科学教室非

常勤講師

賞　罰

2010年
　　 日本臨床麻酔学会誌賞　「術

前体液管理への経口補水療法
の試み」

2016年
　　 第58回日本老年医学会学術

集会
　　 最優秀演題賞　「高齢者用か

くれ脱水スクリーニングシー
トの開発」

2018年
　　 平成29年度日本老年医学会

雑誌原著部門
　　 年間最優秀論文賞「自立在宅

高齢者用かくれ脱水チェック
シートの開発―介護老人保健
施設の通所・入所者を対象と
したかくれ脱水に関する継続
研究―」

2018年
　　 日本臨床麻酔学会小坂二度見

（こさかふたみ）記念賞（年
間アワード）

　　 「わが国の麻酔領域における
ERASの普及および効果に関
する研究」

資　格

日本麻酔学会認定医・指導医
日本集中治療医学会専門医　
日本救急医学会専門医
日本静脈経腸栄養学会認定医・指
導医
日本外科代謝栄養学会・教育指導
医

学会委員

日本静脈経腸栄養学会評議員、代
議員
　同　　　教育委員会
日本外科代謝栄養学会評議員　　
　同　　　周術期管理検討委員
　同　　　保険診療検討委員
　同　　　 外科と代謝・栄養編集

委員

AS-2
アフタヌーンセミナー2　1月23日㊍　15：35〜16：25
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1月23日㊍　17：25〜18：10　C会場（学士会館　2F 210）

口腔がん登録説明会

◆ ◆ ◆
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（公社）日本口腔外科学会・口腔外科疾患調査委員会委員長　　中村 誠司
（一社）日本口腔腫瘍学会・口腔がん登録委員会委員長　　　長谷川 和樹

 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重要なものである。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。
 日本口腔外科学会と日本口腔腫瘍学会においても、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、
両学会の共同事業として、日本口腔外科学会の認定研修施設を対象とした「口
腔がん登録」を 2018 年 1 月より開始した。その際、2018 年は登録を義務とは
せずに開始したが、2019 年からは日本口腔外科学会の認定研修施設、日本口
腔腫瘍学会の口腔がん専門医指定研修施設ともに登録が義務化された。
 なお、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）を利用してデータ収集な
らびに解析を行っている。各認定研修施設は倫理審査を受けることが必要で、
各症例のデータを登録する際には個人識別ができないように連結可能匿名化
を施し、さらに登録後は連結化に必要な情報を厳重に保管する必要がある。
以上のように、可及的平易に登録ができるように努めており、登録自体は難
しいものではないが、データの提出や管理には細心の注意が必要である。
 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、2018 年
の口腔がん登録データの集計についても報告する予定である。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
事業を円滑に遂行できるよう、多くの先生方のご協力をいただければ幸いで
ある。

口腔がん登録説明会・2018 年登録データ報告会

口
腔
が
ん

登
録
説
明
会



口演１ 臨床統計1 1-B-1〜1-B-5
口演２ 臨床統計2 1-B-6〜1-B-10
口演３ 再建1 1-B-11〜1-B-15
口演４ 再建2 1-B-16〜1-B-20
口演５ 症例1（化学療法・放射線療法） 1-C-1〜1-C-5
口演６ 症例2（化学療法・放射線療法） 1-C-6〜1-C-10
口演７ 症例3（唾液腺） 1-C-11〜1-C-14
口演８ 症例4（再建） 1-D-1〜1-D-4
口演９ 症例5（再建） 1-D-5〜1-D-8
口演10 症例6（良性） 1-D-9〜1-D-12
口演11 症例7（良性） 1-D-13〜1-D-16
口演12 臨床統計3 1-D-17〜1-D-21
口演13 高齢者 2-B-1〜2-B-6
口演14 画像診断 2-B-7〜2-B-12
口演15 舌 2-B-13〜2-B-17
口演16 基礎 2-B-18〜2-B-22
口演17 化学療法・放射線療法 2-C-1〜2-C-6
口演18 臨床統計4 2-C-7〜2-C-11
口演19 臨床統計5 2-C-12〜2-C-15
口演20 症例8（その他） 2-C-16〜2-C-20
口演21 症例9（その他） 2-D-1〜2-D-5
口演22 症例10（その他） 2-D-6〜2-D-10
口演23 症例11（血液疾患） 2-D-11〜2-D-14
口演24 症例12（血液疾患） 2-D-15〜2-D-18
口演25 症例13（良性腫瘍） 2-D-19〜2-D-22

一般演題（口演）
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1-B-1
兵庫県立がんセンター口腔外科における32年間の口腔癌
に関する臨床的検討

○赤澤 登、重田 崇至、松井 太輝、綿越 健太
兵庫県立がんセンター口腔外科

【緒言】兵庫県立がんセンター口腔外科は 1987 年に開設された
が，今回われわれは 1987 年から 2019 年までの 32 年間の口腔癌
に対する治療成績をまとめたのでここに報告する。【対象】1987
年から 2019 年までに当科を受診した口腔悪性腫瘍は 1657 例であ
った。その内訳は男性 995 例，女性 662 例であった。年齢は 16
歳〜 99 歳で，平均は 66.3 歳であった。部位は舌 767 例，下顎歯
肉 226 例，上顎歯肉 214 例，口底 169 例，頬粘膜 161 例，口蓋 47 例，
口唇 13 例，顎骨中心性 7 例，唾液腺 19 例，その他 34 例であった。
この内，最近 10 年間の治療成績について検討した。【結果】2008
年から 2018 年に当科で手術を施行した口腔扁平上皮癌の一次症
例は 506 例であった．部位は舌 250 例，下顎歯肉 70 例，上顎歯
肉 70 例，頬粘膜 56 例，口底 46 例，口蓋 6 例，口唇 5 例，顎骨
中心性 3 例であった。顎骨中心性 3 例を除いた Stage 分類の内訳
は Stage I が 170 例，II が 160 例，III が 71 例，IV が 102 例であ
った。506 例全体の疾患特異的累積 5 年生存率（DSS）は 84.4%で，
全生存率（OS）は 78.3%であった。Stage 別の DSS は Stage I が
95.1%，Stage II が 86.1%，Stage III が 73.6%，StageIV が 71.0%
であった。【結語】Stage III，IV の進行口腔癌の割合が比較的高
かったが，それぞれ DSS が 73.6%と 71.0%で良好な治療成績であ
った。頬粘膜癌，上顎歯肉癌の進行例の治療成績が他の部位と比
較して悪かった。

1-B-2
当科における口腔癌に対する根治手術拒否例の検討

○佐藤 春樹 1）、長縄 憲亮 1）、早川 泰平 1）、片岡 達哉 2）、  
大原 令子 2）、横山 佐奈子 2）、伊藤 太郎 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

2009 年 1 月から 2018 年 12 月までの 10 年間に，当科を一次症例
として受診した口腔癌 372 例のうち，根治手術の適応であったに
も関わらず，手術を拒否した 30 例を後ろ向きに調査した。なお，
TNM 分類は UICC 第 7 版を用いた。
根治手術拒否例に対する治療は，Best Supportive Care：23 例，
化学放射線治療：7 例であった。年齢は，49 〜 89 歳（中央値：82 歳）
で，性別は，男：15 例，女：15 例であった。PS（ECOG）は，
PS0：8 例，PS1：6 例，PS2：6 例，PS3：5 例，PS4：5 例であった。
原発部位は，下顎歯肉：8 例，上顎歯肉：8 例，舌：5 例，口底：
4 例，頬粘膜：3 例，舌下腺：2 例で，組織型は，扁平上皮癌：28 例，
腺様嚢胞癌：2 例であった。cT 因子は，cT2：12 例，cT3：5 例，
cT4a：13 例で，臨床病期は，II 期：12 例，III 期：4 例，IV 期：
16 例であった。支援家族は、あり：23 例，なし：7 例であった。
根治手術を拒否した理由は，術後の機能低下・醜形の受容不能：
13 例，患者に意思決定能力がなく家族が術後の機能低下の受容
不能：8 例，いかなる治療も受容不能：7 例，家族への負担感：2
例であった。治療方針決定に際して，セカンドオピニオンを受け
たのは 16 例であった。生命予後は，担癌生存：2 例，原発非制御：
28 例で，終末期の療養場所は，当院緩和ケアセンター：14 例，
他院：8 例，介護保険施設：4 例，自宅：2 例であった。

1-B-3
当院における顎口腔領域への転移性腫瘍の検討

○柏原 捷、大林 修文、長谷川 令賀、伊藤 洋平、  
大隅 縁里子、齊藤 輝海
岡崎市民病院　歯科口腔外科

【緒言】顎口腔領域への転移性腫瘍は口腔悪性腫瘍の１〜３％と
まれである。多臓器に転移をきたしている事が多く予後は不良と
されるが、患者の原発巣や全身状態を評価し、QOL の維持を目
的とした治療法を考えていく必要がある。今回、われわれは当科
における顎口腔領域への転移性腫瘍の検討を行ったのでその概要
を報告する。【対象および方法】2009 年１月から 2019 年９月ま
での 10 年８カ月間に、当科を受診し病理組織学的に転移性腫瘍
と診断された９例を対象とした。検討項目は年齢、性別、原発部
位、口腔病変の転移部位、治療法、転帰とした。【結果】年齢は
61 〜 84 歳（中央値 77 歳）で、性別は男性７例、女性２例であ
った。原発部位は肺が６例、食道、乳腺、甲状腺が各 1 例であっ
た。口腔内の転移部位は下顎歯肉が４例、上顎歯肉が２例、舌、
頬粘膜、下顎骨が各 1 例であった。治療法は外科的切除（基部結
紮による腫瘍減量術含む）が２例、外科的切除＋化学療法、化学
放射線療法、化学療法単独、放射線療法単独、が各 1 例であり、
診断のみが 3 例であった。転帰は６例が死亡、２例が生存してお
り 1 例は転帰不明であった。【考察】頭頸部癌診療ガイドライン
では、頭頸部癌の治療にあたっては根治性と生活の質の維持が重
要と記されている。症例の経過によっては転移性病変であっても
外科的治療により QOL の改善を図ることは重要であると考えら
れた。

1-B-4
顎口腔領域転移性腫瘍8例の臨床的検討

○伊澤 和倫 1）、佐藤 昌 1）、原田 浩之 2）

1）総合病院土浦協同病院　歯科口腔外科、
2）東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　顎口腔外科分野

【緒言】口腔領域の転移性腫瘍は，全口腔悪性腫瘍の 1 − 3％と
まれで多臓器に転移をきたしていることが多く予後不良といわれ
ている．今回，顎口腔領域転移性腫瘍 8 例経験したので報告する．

【対象】対象は 2014 年 4 月から 2019 年 9 月まで当科を受診し転
移性口腔腫瘍と診断した 8 例で，調査項目は年齢，男女比，原発
巣，口腔への転移部位，病理組織，転帰などについて臨床的に検
討した．【結果】対象期間での当科で診察した顎口腔領域悪性腫
瘍症例は 40 例で転移性腫瘍の割合は 20％であった．男性 7 例，
女性 1 例，平均年齢は 72.8 歳であった．原発部位は肺：6 例，大
腸：1 例，食道：1 例で，組織型は腺癌および扁平上皮癌が 3 例，
小細胞癌が 1 例，大細胞癌が 1 例であった．口腔への転移部位は
下顎歯肉が最も多く，口腔内症状は腫瘤型が多かった．全症例，
口腔以外にも他臓器に転移を認め，全症例中生存例は 1 例で原病
死は 7 例であった．当科受診後の平均生存期間は 129.1 日であっ
た．【結語】他臓器の悪性腫瘍が口腔領域に転移をきたした場合，
多発に転移し全身状態も悪化している症例が多かった．このため
根治的な治療が難しく，各々患者に応じた QOL の改善・維持を
目的とした対症療法が必要である．
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1-B-5
舌下腺腫瘍8例の検討

○伏見 千宙、増淵 達夫、山崎 森里生、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

はじめに舌下腺腫瘍は全唾液腺腫瘍の 1%と非常に稀であり、悪
性の頻度が 70 〜 90％と非常に高い。しかし、その組織型は多様
であり、術前診断が困難な部位でもある。今回我々は、舌下腺腫
瘍８例を経験したので、その診断および治療方法について文献的
報告を加えて検討する。対象・方法 2005 年 4 月より 2019 年 8 月
までに、当科を受診し一次治療を行い舌下腺腫瘍と診断された 8
例を後方視的に解析した。結果男性 5 例、女性 3 例で、年齢の中
央値は 64 歳（39-82 歳）であった。病理組織型は、悪性 7 例で内
訳は、腺様嚢胞癌 4 例、唾液腺導管癌 2 例、扁平上皮癌 1 例であ
った。良性腫瘍は多型腺腫の 1 例であった。考察舌下腺腫瘍の術
前診断には、CT、MRI 等画像診断が用いられるが、その良悪の
鑑別は困難なことが多い。また、穿刺吸引細胞診を行っても、確
定診断にいたらないことがある。生検については腫瘍の特性上賛
否が分かれるが、確実な術前診断と治療法の選択のうえで必要な
場合もあると考えられる。今回の自験例においても、診断や治療
方法について詳細な検討を行い報告させていただきます。

1-B-6
当院における口腔がん診療補助通信システムの稼働につ
いて

○高嶌 森彦 1）、今井 裕一郎 1,2）、森 宏樹 1）、黒川 聡司 1,2）、 
上田 順宏 2）、柳生 貴裕 2）、山川 延宏 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

【緒言】かかりつけ歯科医院にとって地域基幹病院への相談が容
易となる、迅速な情報提供を可能とした診療補助通信システムの
構築は、口腔がんを含む口腔粘膜異常や顎骨病変の早期発見、早
期治療が可能と考えられる。今回我々は、IT ネットワークを介
した診療補助通信システムを構築したので報告する。【概要と結果】
当院では、患者が自発的に申し込む口腔がん検診と、かかりつけ
歯科医院から容易に相談できる診療補助通信システムを設けてい
る。かかりつけ歯科医院が診断に苦慮する症例の口腔内写真画像
および臨床所見をインターネットを介し専門性の高い口腔外科医
がコメントを発信する診療補助通信システムを当院医療情報課と
共同開発した。京都市山科区歯科医師会会員の歯科医院を中心に
登録制とし情報提供している。患者および診療所の個人情報は仮
想専用線、暗号化によって、セキュリティは保護されている。
2017 年 12 月より 2019 年 9 月までの登録歯科医院数 32 件で、相
談数 26 件であった。その疑われる疾患の内訳は口腔粘膜疾患 13
件と大半を占め、良性腫瘍 7 件、炎症性疾患 6 件であった。相談
後の受診数は 4 件で、その内訳は ARONJ、舌白板症，舌良性腫
瘍、その他が各々 1 件であった。口腔がんと診断された症例は
なかった。本取り組みはプレスリリースしている。【結論】歯科
医院の不安や疑問を IT ネットワークを介し病診連携を図ること
で、市町村における地域医療の活性化に繋がると考える。

1-B-7
抗血小板薬服用継続下での口腔癌手術の安全性に関する
検討

○吉川 博政、吉田 将律、田尻 祐大、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

【緒言】抗血小板薬は脳梗塞、心筋梗塞など血栓塞栓症予防のた
め使用され、約 600 万人が服用しているとの報告がある。口腔癌
手術の際、抗血小板薬の中止・継続の判断に明確な基準・指針は
なく、各施設の判断に任されている。九州医療センターでは「経
口抗血栓薬の術前休薬指針」を作成し、それぞれの手術内容に応
じて抗血小板薬の継続、休薬を判断し対応している。当科では
口腔癌を含む口腔外科一般手術では、全例で抗血小板薬は服用継
続下に行っている。今回、抗血小板薬服用継続下での口腔癌手
術の安全性について検討したので報告する。【対象・方法】対象
は 2010 年 7 月から 2019 年 7 月までに当科で全身麻酔下に口腔癌
手術を行った 232 例中抗血小板薬を服用していた 25 例である。
手術は抗血小板薬服用継続下に行った。抗血小板薬の種類併用、
術中・術後の出血量、術後合併症の有無などを調査した。【結果】
抗血小板薬の種類はアスピリン 13 例、クロピトゲル 7 例、シロ
スタゾール 3 例、他 3 例であり、1 剤服用 22 例、2 剤服用は 2 例
であった。手術は、再建を伴わない手術が 14 例、頸部郭清、再
建を含む手術が 11 例であった。症例の最大出血量は PCI 施行 50
日後に下顎骨区域切除、頸部郭清、再建を行った症例で 1543ml
であった。手術後に止血のための再手術を行った症例、重篤な合
併症はなかった。【結論】抗血小板薬服用継続下での口腔癌手術
は可能である。

1-B-8
当科における口腔白板症症例の臨床病理学的検討

○田中 徳昭 1,2）、牛村 彩子 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

［はじめに］2017 年の WHO 頭頚部腫瘍分類から口腔前癌病変と
口腔前癌状態の概念が統合され、口腔潜在的悪性疾患と呼ばれる
ようになった。口腔潜在的悪性疾患には白板症、紅板症、扁平苔
癬など 12 種類が含まれる。この中で臨床的に高頻度に遭遇する
ものとしては白板症と扁平苔癬が挙げられる。白板症は「臨床
的にも病理組織学的にも他の疾患に分類されない白斑あるいは
白色苔で、組織所見での上皮異形成の有無は問わない」とされ
ている。白板症は癌化し、本邦における癌化率は 4-18％と報告
されている。［対象および結果］今回われわれは 2007 年 5 月か
ら 2019 年 6 月までの 12 年 2 か月の間に当科を初診し、臨床的に
白板症と診断された 404 症例について臨床的に検討を行った。
生検は 323 症例（80％）に行われており、そのうち、50％に low 
grade dysplasia を、10％に high grade dysplasia を認めた。悪
性化は 14 例（3.5％）に認めた。すべての悪性化症例で生検が施
行されており、high grade dysplasia では 15.6%が、low grade 
dysplasia では 3.7%に、異形成がない場合でも 3.1%に悪性化が
生じており、high grade dysplasia で有意に高かった。悪性化ま
での観察期間は 0.3-8.1 年で平均 3.1 年であった。また、悪性化症
例のうち 6 例（42.9％）は切除治療後の悪性化であった。［結論］
臨床的に白板症と診断された症例のうち、生検で high grade 
dysplasia と診断された症例で有意に悪性化率が高いことが示さ
れた。
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1-B-9
舌癌再建患者の周術期QOLについて

○佐々木 剛史、青木 隆幸、大澤 侑子、瀬田 祥平、  
長谷川 大悟、内堀 雅博、傳田 祐也、加藤 久視、  
太田 嘉英、金子 明寛
東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学

【緒言】本邦では舌癌患者における QOL を明らかにした研究は
少ない。舌癌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、周術期舌癌患者における 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舌癌
再建患者を対象とした。日本語版 FACT H&N ver.4 を用いて術
前、治療終了時、治療終了後 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
検討した。また頭頸部特異的症状と、年齢、性別、stage、術後
補助療法の有無、舌切除範囲、術式との関係を検討した。【結果】
各サブスケールの経時的変化では、精神状態は術前と比較して術
後有意に高値を示した。一方有意差はないものの、頭頸部特異的
症状は術後低値を示した。頭頸部特異的症状は、治療終了時に最
も低下するものの、年齢が若い群でその後の回復は良好であっ
た。術後補助療法の有無、頸部郭清（片側か両側）、舌の切除範
囲（半側切除か舌亜全摘）での検討では、両群で術後頭頸部特異
的症状に有意差を認めなかった。【結論】今後症例数を増やし、
舌癌再建患者の 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。

1-B-11
下顎半側切除再建症例の検討

○平井 英治 1）、去川 俊二 2）、山本 晃三 1）、藤井 誠子 1）、  
西川 健 1）

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

【緒言】下顎頭を含む下顎再建ではさまざまな再建方法が報告さ
れているが、術後の咬合偏位と開口障害が問題である．今回、
自験例の術後機能について検討したので報告する．【対象と結果】
2011 年 8 月から 2019 年 8 月までの 8 年間に当院で下顎半側切除
再建を行った症例は 4 例で、全例腓骨皮弁で再建を行った．移植
する腓骨は断端の特別な処理は行わず，関節突起基部相当付近ま
で配置し，下顎頭までの再建は行わなかった．顎間固定は術後早
期に咬合偏位を認めた 2 例のみに行った．術後の咬合状態は全
例明らかな偏位は認めず，開口量は切歯間で平均 43mm（38 〜
50mm）で，開口時に偏位を認めるものの，開口障害を来した症
例はなかった．1 例で術後早期に再建プレートの破折を認めた．

【考察】下顎半側切除症例では，骨再建で下顎頭を正確に再建し
ても，咀嚼筋が欠損しているため正常な顎運動の回復は期待でき
ず，また，ankyrosis を来す症例も報告されている．軟組織によ
る再建では，開口障害は起きにくいが、咬合偏位を来しやすい問
題がある．骨再建で下顎頭を再建しなかった今回の症例では、明
らかな咬合偏位、開口障害を来した症例はなく，有用な再建方法
である可能性が示唆された．

1-B-12
3Dモデルと装着型配列ガイドを用いた遊離腓骨皮弁によ
る下顎再建へのアプローチ

○宮下 仁 1）、佐藤 奈央子 2）、北村 淳 1）、黒沢 是之 3）、  
高木 尚之 3）、大越 明 4）、小川 武則 4）、原田 貴之 5）、  
加藤 裕光 5）、泉田 賢一 2）、片岡 良浩 1）、野上 晋之介 1）、
山内 健介 1）、永井 宏和 1）、小山 重人 2）、高橋 哲 1）

1）東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科、
2）東北大学病院　顎顔面再建治療部、
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　歯科技工室

Background: 下顎再建の primary goal は機能及び審美性を回復
することにあり、近年のデジタルテクノロジーの導入により良
好な成績が報告されている Objective: 当院で行っている 3D モ
デルおよび装着型配列ガイドを用いた下顎再建のアプローチに
ついて述べるとともに、その有効性について報告する Cases and 
methods: 対象；下顎区域切除および腓骨皮弁による下顎再建を
施行した口腔癌症例方法；シミュレーションに基づいて作成され
た 3D モデルおよび装着型配列ガイドを用いて下顎再建術を施行
評価；重ね合わせおよび計測により評価 Results: 1）本ガイドは
In-house で作成可能でコストパフォーマンスに優れ、下顎再建に
おける各手順を単純化できる 2）術前シミュレーションの再現性
も良好 3）術後早期の可撤性顎義歯が装着可能であり、骨造成〜
Dental implant 埋入の planning と実施もスムーズ Conclusion: 装
着型配列ガイドを用いた下顎再建アプローチは simple であり、
シミュレーションの再現性にも優れ、より適切な個別化医療を提
供することが可能である

1-B-10
EQ-5D-5Lによる効用値は周術期口腔がん患者のQOLを
反映しているか？

○青木 隆幸 1）、太田 嘉英 1）、佐々木 剛史 1）、加藤 久視 1）、 
傳田 祐也 1）、内堀 雅博 1）、長谷川 大悟 1）、大澤 侑子 1）、 
瀬田 祥平 1）、金子 明寛 1）、新井 俊弘 1,2）

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

【目的】少子高齢化が進む本邦において医療費の増加が問題とな
っている。そのため、近年、医療経済分析が行われるようにな
り、口腔がん治療に対しても評価される可能性が示唆される。
Euro-QOL 5D （EQ-5D） は、EuroQol グループが開発したインデ
ックス型包括的健康関連 QOL 測定ツールのひとつであり、世界
各国で医療経済評価に用いられている。従来、費用効用分析は、
EQ-5D-3L を用いて行われることが多かった。しかし、EQ-5D-
3L は天井効果を示すことが指摘され、近年は新たに開発された
EQ-5D-5L を用いられることが多い。現在まで、われわれは EQ-
5D-3L が口腔がん患者の QOL を反映しているのか報告してきた

（Aoki T, et.al. Int J Clin Oncol. 2019）。今回、新たに EQ-5D-5L
を用いて検討を行ったので報告する。【対象・方法】対象：2018
年 4 月〜 2019 年 9 月までの 17 か月間に当科で根治的加療を行っ
た口腔がん患者のうち EQ-5D-5L と FACT-H&N で QOL 評価が
可能であった患者。方法：EQ-5D-5L、FACT-H&N ともに治療
前、治療終了時、1 か月後、3 か月後のタイミングで評価した。
EQ-5D-5L と FACT-H&N の相関関係を統計学的に解析した。ま
た、EQ-5D-5L と FACT-H&N を構成するサブスケールとの関係
を重回帰分析により解析した。【結果】EQ-5D-5L と FACT-H&N
は相関関係が認められた。口腔がん患者において、EQ-5D-5L は
天井効果を示さなかった。【結論】EQ-5D-5L は、口腔がん患者
の QOL を反映していると考えられた。
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「演題取り下げ」

1-B-13
腓骨皮弁挙上のlearning curve

○曽束 洋平 1）、高岡 一樹 2）、吉川 恭平 2）、森寺 邦康 2）、  
野口 一馬 2）

1）新潟大学　医学部　形成外科、
2）兵庫医科大学　歯科口腔外科

【目的】皮弁挙上、血管吻合、皮弁配置等の技術・知識が必須で
ある遊離皮弁移植による再建術は再建外科医の主要な手技の一つ
である。その中で下顎再建では腓骨皮弁を第一選択とする施設も
多い。腓骨皮弁は複合組織の皮弁で、難易度は高いと考えられて
いる。今回、演者が関与した腓骨皮弁挙上の learning curve を
挙上時間で検討した。
Learning curve は行動科学の分野において、y を反応時間、x を
練習量、a、b を難易度と能力によって変化するとき、次の累乗
式が普遍的に成立するとされている。
y=ax-b

【方法】2011 年 4 月〜 2019 年 9 月の間に演者が関わった遊離腓
骨皮弁は 42 例であった。腓骨皮弁挙上時間は皮切から腓骨動静
脈のみとなるまでの tourniquet 時間とした。

【結果】演者が術者を務めたのが 28 例（32 〜 178 分）、指導を務
めたのが 14 例（56 〜 145 分）であった。演者が術者を務めた症
例を前・中・後期で分けると平均挙上時間は 101、69、49 分であ
った。Learning curve の累乗近似式における a,b は、術者、指導
でそれぞれ a=173.06, 168.66、b=-0.382, -0.311 であった。

【考察】手術時間、出血量、術後合併症や断端陽性率等手術の
learning curve には検討する項目がいくつかある。腓骨皮弁の場
合、駆血により出血量は最小限で合併症も少なく、皮弁挙上時
間を learning curve として検討した。皮弁挙上の learning curve
には累乗式が成立し、経験の浅い術者の経験必要量を算出可能と
示唆された。

1-B-14

1-B-15
下顎骨切除例に対する再建方法

○上田 倫弘 1）、林 信 1）、新山 宗 1）、馬場 貴 1）、  
秦 浩信 2）、今待 賢治 2）

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

口腔悪性腫瘍の根治療法は切除手術である。進行症例では下顎骨
切除が必要とされ、切除後は顔貌の変形や咬合偏位が問題であ
る。特に咬合の偏位は、治療後の ADL を著しく低下させる。下
顎骨切除後の再建はわれわれ口腔外科医の命題である。今回、当
科で悪性疾患切除後の症例を対象に、臨床的に検討を行った。当
科開設の 2016 年 7 月から 2019 年 10 月までに当科で診断治療を
行った悪性腫瘍は 252 例で、このうち下顎骨切除を施行した 29
例を対象として臨床的に検討した。治療時の年齢は、36 才から
91 才（中央地 65 才）で男性 17 例、女性 12 例であった。原発部
位は下顎歯肉 21 例、下顎骨 6 例、頬粘膜 1 例、口底 1 例で、病
理組織学的診断は扁平上皮癌 24 例、骨肉腫 3 例腺癌 1 例、筋上
皮癌 1 例であった。下顎骨区域切除吾野再建方法は肩甲骨複合皮
弁を用いた症例が 23 例、プレート再建が 4 例（一期的縫縮３例、
遊離腹直筋皮弁併用 1 例）、２例は再建なしに一期的に縫縮した。
下顎切除に伴い下顎骨関節突起を摘出した症例は 3 例で、２例は
肩甲骨断端を関節包で梱包し再建、１例は再建プレートに人工関
節頭を付加し、人工関節等を関節包で梱包し、更に関節窩へのつ
り上げを行った。個以上の症例について、下顎硬性再建の適応に
ついて検討し報告する。

1-B-16
遊離組織移植による舌再建症例の術後機能評価

○富岡 寛文、大迫 利光、釘本 琢磨、黒嶋 雄志、  
平井 秀明、望月 裕美、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

2001 年 4 月から 2018 年 12 月までに手術を施行した舌扁平上皮
癌 728 例のうち、遊離組織移植による再建を行った 206 例を対象
とした。性別は男性が 145 例、女性が 61 例であり、年齢は 24 か
ら 82 歳、平均 56.7 歳であった。切除様式は部分切除が 49 例、
半側切除が 115 例、亜全摘が 37 例、全摘が 5 例であった。再建
に用いた皮弁は前腕皮弁（FAF）が 153 例と最も多く、次いで
腹直筋皮弁（RAF）が 34 例、前外側大腿皮弁（ALTF）が 12 例、
大腿筋膜張筋皮弁（TFLF）が 7 例であった。切除様式別の発語
明瞭度の中央値はそれぞれ部分切除が 89.5 点、半側切除が 83.2
点、亜全摘が 59.7 点、全摘が 20.3 点であり、切除範囲が大きく
なるにつれて有意に低い結果であった。手術から経口摂取開始ま
での日数の中央値はそれぞれ部分切除が 16.0 日、半側切除が 18.5
日、亜全摘が 22.0 日、全摘が 60.0 日であり、全摘例が有意に長
期間を要していた。半側切除および亜全摘症例のうち中咽頭側壁
を合併切除した 70 例についてより詳細に検討した結果、再建皮
弁別の発語明瞭度の中央値はそれぞれ FAF が 64.3 点、ALTF が
70.5 点、TFLF が 78.0 点、RAF が 57.0 点であり、TFLF が有意
に高い結果であった。半側切除および亜全摘症例のうち、中咽頭
側壁を合併切除する症例の再建には TFLF が最も適切であるこ
とが示唆された。
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1-B-17
舌半切再建における皮弁の選択は？

○平山 晴之、石田 勝大、岸 慶太、兒玉 浩希、宮脇 剛司
東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

【目的】舌半切再建における皮弁選択に関して様々な報告がある
が、明らかなエビデンスはない。今回、当施設において音声、
嚥下機能を皮弁別に詳細に検討した。【方法】2010 年 3 月〜 2018
年 8 月に舌半切再建を行い、術後 6 ヶ月以上経過し音声評価を
行った 26 例を対象とし、嚥下評価は 13 例に行った。術前後に
放射線治療を行った症例は除外している。音声評価群では前外
側大腿皮弁（以下 ALT）11 例、前腕皮弁（以下 RF）7 例、鼠
径皮弁 4 例、腹直筋皮弁（以下 RAMC）2 例、深下腹壁動脈穿
通枝皮弁（以下 DIEP）1 例、大腿筋膜張筋皮弁（以下 TFL）1
例であり、嚥下評価群では ALT6 例、RF2 例、RAMC1 例、鼠
径皮弁 2 例、DIEP1 例、TFL1 例であった。音声は会話明瞭度

（田口法）と発語明瞭度（100 音節）、嚥下は AsR score、反復
嚥下や chin-down の有無を評価した。【結果】田口法の平均値は
ALT1.32, RF1.33, 鼠径皮弁 1.12, RAMC1.75, DIEP1.00, TFL1.00、
100 音節の平均値は ALT81.8, RF79.9, 鼠径皮弁 86.2, RAMC68.8, 
DIEP74.7, TFL76.3 で あ っ た。AsR score の 平 均 値 は ALT7.0, 
RF6.0, RAMC6.0, 鼠径皮弁 7.0, DIEP7.0, TFL7.0、反復嚥下は 9
例（ALT83.3% , RF50% , 鼠径皮弁 50%）に、chin-down は 2 例

（ALT1 例 , DIEP1 例）に認めた。【考察】音声評価を皮弁別に比
較したが、明らかな有意差は認めなかった。一方、2 例のみでは
あるが RAMC の音声評価が低く、RAMC 以外の皮弁を選択した
方が良い可能性が示唆された。嚥下評価に関しては鼠径皮弁の有
用性が示唆された。

1-B-18
可動部舌亜全摘術と併施する嚥下改善手術の有効性に関
する臨床的検討　

○森田 琢磨、佐々木 徹、三谷 浩樹、米川 博之、  
福島 啓文、新橋 渉、戸田 和寿、瀬戸 陽、小泉 雄、  
神山 亮介、日高 竜太、市川 千恭、福田 幸太、  
渡嘉敷 邦彦、鳥居 淳一、山村 晃司、伊東 優、  
道塚 智彦、川端 一嘉
がん研有明病院　頭頸科

【背景】進行舌癌に対する可動部舌亜全摘術症例に対して、当科
では術後嚥下機能を考慮し、舌根・中咽頭側壁の切除量に関わら
ず 2017 年以降ほぼ全例で嚥下改善手術を併施している。嚥下改
善手術非施行例も含め後方視的に解析し、本手術の効果と術後
嚥下機能の関連、適応について考察する。【対象】2012 年− 2018
年に当科で可動部舌亜全摘・頸部郭清・遊離皮弁再建術を施行し
た舌癌 60 例を対象とした。他の頭頸部癌の既往があり無喉頭の
症例は除外した。【結果】43 例で遊離腹直筋皮弁を使用していた。
嚥下改善手術は 31 例（以下改善術群）で併施しており、うち 25
例は喉頭挙上および輪状咽頭筋切除の両方を行っていた。全体の
うち 57 例は経口摂取のみで退院となったが、残り 3 例（うち改
善術群 2 例）は退院時経管栄養からの離脱ができなかった。術後
1 年時点で非担癌状態の 35 例中、4 例（うち改善術群 2 例）は経
管栄養依存であった。このうち 2 例は退院時経口摂取のみで栄養
管理ができていたが、術後 1 年時点では術後補助治療中からの経
管栄養管理が継続していた。また唾液誤嚥を反復するなど著しい
嚥下機能障害により喉頭摘出に至った症例は 3 例みられた（うち
改善術群 0 例）。【考察】嚥下改善手術により、術後補助治療や皮
弁容積変化などによる残存嚥下機能低下を補うことが可能となる
ため、両側舌骨上筋群切除例や術後治療が必要と想定される症例
は絶対適応と考える。

1-B-19
遊離皮弁の鬱血に対し医療用leechを用いた11例の臨床
的検討

○高坂 光 1）、平井 秀明 1）、大迫 利光 1）、黒嶋 雄志 1）、  
富岡 寛文 1）、島本 裕彰 1）、道 泰之 1）、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）横浜市立みなと赤十字病院　歯科口腔外科

【目的】遊離組織移植術を施行した皮弁の鬱血に対し医療用 leech
を用いた症例について臨床的検討を行った．【方法】2009 〜 2019
年に当科で遊離組織移植術を施行した 424 例のうち，術後に皮弁
の鬱血を認め，医療用 leech を使用した 11 例（2.6%）を対象と
した．【結果】性別は男性 5 例，女性 6 例で，年齢は 30 〜 84 歳，
平均 62.8 歳であった．原疾患は口腔癌 8 例（原発部位：舌 2 例，
頬粘膜 2 例，下顎歯肉 1 例，口底 1 例，硬口蓋 1 例，下顎骨中心
性 1 例），放射線性下顎骨骨髄炎 3 例であった．移植組織は腹直
筋皮弁 3 例，肩甲骨複合皮弁 3 例，前外側大腿皮弁 3 例，前腕皮
弁 1 例，大腿筋膜張筋皮弁 1 例であった．転帰は救済 7 例，全壊
死 4 例（前外側大腿皮弁 2 例，大腿筋膜張筋皮弁 1 例，腹直筋皮
弁 1 例）であった．鬱血確認までの術後平均時間は，救済例 18.3
時間，全壊死例 29.5 時間であり，統計学的有意差は認めなかっ
た（p ＝ 0.46）．【結論】遊離組織移植術後の皮弁の鬱血に対し，
医療用 leech は皮弁の救済処置として有用であると考えられた．
本検討では鬱血確認時間に統計学的有意差は認めなかったが，術
後の皮弁観察を詳細に行い，早期に対応することが重要であると
考えられた .

1-B-20
頬脂肪体有茎弁によるポリグリコール酸（PGA）シート
及びフィブリン糊を併用した上顎欠損部の再建の有用性
についての検討

○岩井 聡一、今井 智章、竹下 彰範、加藤 逸郎、  
中澤 光博、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  

（口腔外科学第二教室）

緒言：頬脂肪体有茎弁（PBFPF）は、上顎欠損を再建する方法
として注目されている。瘢痕収縮の防止と有茎弁の固定の目的
で、PBFPF と共にポリグリコール酸（PGA）シート及びフィブ
リン糊を併用する方法が報告されている。我々は、本方法を用い
て再建を行い、有用性と適応について検討した。症例：症例 1;18
才男性。硬軟口蓋に 4.5x4.0cm 大の腫瘤（多形腺腫）を認め、腫
瘍切除後の広範囲に露出した骨及び筋組織の被覆に対して、上記
方法にて再建した。症例 2；82 才女性。左側上顎歯肉癌と紅板症
を認め、上顎切除し鼻腔に交通を認めたが、同様に再建した。症
例 3,4；上顎歯肉癌で切除し再建した。結果及び考察：症例１は
軟口蓋可動域を含む切除域であったが、術後の瘢痕拘縮は少な
く、構音機能障害も認めなかった。軟口蓋の悪性腫瘍の場合は軟
口蓋全層を切除するので、咽頭粘膜翻転し鼻腔側を形成し、口腔
側は前腕皮弁で再建するのが適切であるが、本症例のように、広
範囲ではあるが口腔側粘膜と一部筋層の切除の場合には、頬脂肪
体有茎弁が最も適切と考えられた。症例 2 − 4 では鼻腔・上顎洞
への交通は完全に被覆され、早期に義歯装着ができた。上顎７歯
肉頬移行部から約 5cm の距離は被覆可能であり、これは過去の
報告とほぼ一致した。PGA シートによる被覆とフィブリン糊に
よる固定は、有茎弁の安定と瘢痕収縮の防止に有効であった。
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1-C-1
舌癌T3症例に超選択的動注化学療法とECASシステムを
併用した1例

○上田 潤 1）、佐久間 要 2,3）、城井 友幸 2,3）、戸谷 収二 1）、  
田中 彰 2,3）、山口 晃 1）、不破 信和 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、
3）日本歯科大学新潟生命歯学研究科　顎口腔全身関連治療学、
4）伊勢赤十字病院　放射線科

当科では進行口腔癌，口腔癌手術拒否症例に対して浅側頭動脈，
後頭動脈よりのカニュレーションを用いた逆行性動注化学放射線
療法を施行している．口腔癌に栄養する動脈は外頸動脈から分枝
する舌動脈，顔面動脈，顎動脈であり，これまでの動注化学療法
では 2 本のカテーテルを使用するなどして複数動脈にカテーテル
を挿入留置することで対応していた．しかし複数留置によるカテ
ーテル感染リスクや，進行口腔癌症例ではさらに複数の栄養動脈
への超選択的な抗癌剤投与が必要になることもありカテーテルの
交換を余儀なくされることがあった．これらの問題を解決するべ
く，近年 ECAS システムが開発され，当科においても ECAS シ
ステムを導入し症例を経験してきた．今回，従来の超選択的動注
療法と ECAS システムを併用して治療を行った症例を経験した
ので報告する．症例は 56 歳女性，左側舌癌（T3N0M0）の診断で，
当初手術療法を説明するも手術拒否となり動注化学療法を行うこ
ととなった．治療対象となる腫瘍栄養動脈は左側舌動脈，左側顔
面動脈，右側舌動脈で，左側については ECAS システム，右側
については舌動脈選択したカテーテルを留置し，左右に分けて週
2 回の超選択的動注化学療法を行うとともに放射線治療を 60Gy
施行した．ECAS システムは今日までの動注療法と組み合わせる
ことで血管の選択に関する自在性を向上して感染などのリスクを
低減できると思われ，当科でも積極的に施行し検討を重ねたい．

1-C-2
再発口腔癌においてセツキシマブ併用放射線療法を行い
CRとなった3例

○鳴瀬 智史 1,2）、柳本 惣市 1）、土橋 宏輝 1）、古川 浩平 1）、  
梅田 正博 1）

1） 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、

2）大村市民病院 歯科口腔外科

【緒言】NCCN ガイドラインによると再発口腔癌の標準治療の一
つとして、放射線併用化学療法が推奨されている。今回我々は、
切除不能あるいは困難な再発口腔癌に対しセツキシマブ併用放射
線療法を行い、CR となった 3 例を報告する。【症例】症例 1：63
歳男性。右側舌扁平上皮癌癌（T4aN1M0 Stage 4A）、術後 7 か
月で右乳様突起部および頸椎横突起に及ぶ再発病変がみられたた
め、セツキシマブ併用放射線療法を施行した。照射後 4 か月の造
影 CT で腫瘍の消失を認め、CR の効果判定を得た。2 年経過し、
再発は認めていない。症例 2：77 歳女性。右側頬粘膜扁平上皮癌

（T2N2cM0 stage 4A）、術後 7 か月で左耳下腺リンパ節に再発を
認めたため、セツキシマブ併用放射線療法を施行した。照射後 8
か月の造影 CT で腫瘍の消失を認め、CR の効果判定を得た。照
射後 3 年の現在、リンパ節に再発は認めていない。症例 3：73 歳
男性。左側下顎歯肉癌（T2N1M0 Stage 3）、術後 1 年 3 か月で
左咀嚼筋隙内側に再発を認めたため、セツキシマブ併用放射線療
法およびセツキシマブメンテナンスを施行した。照射後 10 か月
で腫瘍の消失を認め、CR と判定した。その後、新病変が出現し
たが、局所切除を行い制御可能で、再発は認めていない。【結語】
セツキシマブ併用放射線療法は再発口腔癌に対する治療の選択肢
の一つとして有用であると考えられた。

1-C-3
再発病変に対して重粒子線治療が奏功したエナメル上皮
癌の1例

○堺 美穂 1）、吉田 遼司 1）、郷原 俊輔 1）、川原 健太 1）、  
永田 将士 1）、廣末 晃之 1）、福間 大喜 1）、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　歯科口腔外科学講座、
2）伊東歯科口腔病院

エナメル上皮癌は、エナメル上皮腫のうち組織学的に細胞異型を
認めるものと定義されるまれな悪性歯原性腫瘍である。今回われ
われは、術後 10 年以上経過して再発した右側上顎骨原発エナメ
ル上皮癌に対して重粒子線治療を行い、良好な治療効果を得た症
例を経験したので報告する。症例は 66 歳、女性、200X 年 2 月に
右側上顎第二大臼歯部の違和感を自覚し、紹介元歯科医療機関を
受診した。生検にて悪性腫瘍の診断に至り、精査・加療目的に当
科紹介受診した。同年 5 月に右側上顎骨悪性腫瘍の診断下に右側
上顎部分切除術、腹部分層植皮術を施行し、術後病理でエナメル
上皮癌の確定診断となった。以降、再発・転移なく経過していた
が、200X+12 年 11 月に PET-CT、MRI で再発が疑われた。生検
困難な深部での再発であったことから、同年 2 月に当院画像診断
科にて CT ガイド下生検を施行し、エナメル上皮癌再発の診断を
得た。患者が手術を希望しなかったことから他医療機関に重粒子
線治療を依頼し、同医で重粒子線治療（64Gy、16Fr）を施行した。
治療後に腫瘍の著明な縮小を認め、現在まで再発・転移なく経過
している。本症例から、重粒子線治療はエナメル上皮癌の治療選
択肢の一つとなり得ることが示唆された。

1-C-4
頭頚部癌放射線治療後に生じた甲状腺機能低下症

○中川 祥、伊藤 良平、成田 紀彦、久保田 耕世、小林 恒
弘前大学　医学部医学研究科　歯科口腔外科

【緒言】頭頸部癌に対する放射線治療を行う場合、多くの症例で
甲状腺が照射野に含まれ、晩期合併症である甲状腺機能低下症が
生じることは知られているが、本邦での報告は少ない。今回われ
われは、頭頸部癌に対する放射線療法後に臨床症状を伴う甲状腺
機能低下症が生じた 3 症例を経験した。また、当院での放射線治
療後に甲状腺機能低下を生じた 11 症例につき、臨床的検討を加
え報告する【症例】症例１：51 歳、男性。主訴：右上顎部の腫
瘤。臨床診断：口蓋腫瘍 T1N2M0（唾液腺癌）経過：平成 21 年
10 月初旬、悪性腫瘍切除術・全頸部郭清術を施行した。術後病
理診断で多発性のリンパ節転移を認め、両側頸部に術後放射線療
法（照射総量：66Gy）および術後化学療法を施行した。平成 23
年 1 月、X 線 CT で心のう液の貯留が指摘され甲状腺機能を精査
したところ、TSH の高値、FT3・FT4 の低値を認め甲状腺機能
低下症と診断された。【結果】放射線治療後に甲状腺機能低下症
が生じた症例は、男性 9 例、女性 2 例。年齢の中央値は、67 歳（27
− 85 歳）、異常値確認時期は平均で 29 か月（4 − 84 か月）であ
った。臨床症状を認めた症例は 5 例であった。【結語】頸部への
放射線照射を行った場合、甲状腺機能低下症に留意し、治療前後
の検査および定期的な検査により甲状腺機能の評価を行う必要が
あると思われた。
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1-C-5
口腔癌に対する放射線治療補助具としてのスペーサーの
検討

○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】口腔癌の第一選択は外科切除術であるが、癌患者の高齢
化がみられるなかで原発部切除による機能低下を避ける観点での
根治的照射や術後再発予防において、放射線治療の意義は益々大
きくなっている。その支持療法の一つに、口腔癌病変部に必要な
線量を確実に照射しながら健常組織への線量を可及的に少なくす
るための照射補助具として、適切なスペーサーを設計することは
大切である。【目的】今回、小線源治療や外照射におけるスペー
サー作製において、小線源治療に対しては鉛板を入れて正常組織
への線量を遮蔽し、外部照射に対してはボーラス材を利用し、腫
瘍の表面線量の増大を図ることを目的とした。【症例】症例 1　
87 歳、女性　左側上顎歯肉癌　T3N0M0 ボーラス材入りスペー
サーを装着し、通院しながら IMRT による外部照射施行。症例 2
　70 歳、男性 左側頬粘膜癌　T2N0M0　外照射 40Fy ＋小線源
治療 50Gy（AU グレイン 15 本）による Total 90Gy 施行。症例
3　50 歳、男性　舌部分切除後　T1N0M0　断端近接のため小線
源治療 53Gy（AU グレイン 10 本）施行。【結果】全例において
Grade3 を示す口内炎の範囲は腫瘍周囲に限局し、放射線治療の
中断、休止なくコンプライアンスは良好であった。【結語】スペ
ーサーは放射線治療の補助具として有用であり、さらなる改良が
望まれる。

1-C-6
ニボルマブ投与後の化学療法にて治療効果を認めた口腔
がん再発転移の3例

○大山 厳雄 1）、長谷川 和樹 1）、佐竹 康臣 2）、  
金丸 智紀 1）、岩崎 拓也 1）、宮本 日出雄 1）、  
野里女 明代 3）、原園 陽介 3）

1）静岡市立静岡病院　口腔外科、
2）静岡市立静岡病院　呼吸器内科、
3）東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　顎顔面外科

本邦においてプラチナ不応頭頚部癌再発転移症例に対し、2017
年 3 月よりニボルマブ（Nivo）が承認された。Nivo 投与に際し、
以前の抗がん剤や分子標的薬では生じなかった偽増悪や、一旦
PD になったにもかかわらず、その後サードラインとして投与し
た薬剤に、より高い治療効果を認めるといった症例が報告されて
いるが、詳細は不明である。今回我々は Nivo 投与後の化学療法
により治療効果を認めた 3 例を経験したので報告する。症例１：
58 歳男性、左下顎歯肉扁平上皮癌（T4aN1M0）で術後原発巣再
発を認め、PF+Cmab 療法を行うも 2 か月後 PD となり、Nivo を
3 回投与したが PD にて、PTX ＋ Cmab を投与し一時縮小傾向
を認めた。しかし 3 か月後に腫瘍が増大し DC となった。症例２：
37 歳男性、左口底扁平上皮癌（T1N0M0）で、術後両側肺転移
に対し , PF+Cmab 療法を行うも 3 か月後 PD となり、Nivo を 3
回投与したが PD にて、PTX ＋ Cmab 投与し、9 か月間 PR であ
った。その後全身転移を認め DC となった。症例３：61 歳男性、
口底扁平上皮癌（T4aN2bM0）で根治手術後 PF 投与。術後 4 年
2 か月で鎖骨上窩に再発を認め Nivo を 6 回投与したが、PD にて
PTX ＋ Cmab を投与し、Cmab にアレルギーを認め PTX 単剤投
与へ変更、末梢神経障害を認め投薬後 4 か月で TS1 へ変更し PR
にて経過観察中である。

1-C-7
高齢者再発口腔癌に対するニボルマブによる治療につい
ての検討

○玉置 盛浩 1）、下村 忠弘 1）、吉岡 元 1）、伊藤 宗一郎 2）、  
有川 翔 2）、上田 順宏 2）、山川 延宏 2）、桐田 忠昭 2）

1）社会医療法人　高清会高井病院　口腔外科、
2）奈良県立医科大学　口腔外科学講座

【諸言】ニボルマブは PD-1 と PDL-1 リガンドを阻害して腫瘍増
殖を抑制する免疫チェックポイント阻害薬である。今回再発口腔
癌患者の 6 例に対するニボルマブ治療について報告する。
症例 1：84 歳女性　右下顎歯肉癌の放射線化学療法後に再発を認
めニボルマブを投与した。8 コース投与後に Grade 2 の皮疹が出
現したが 14 コース投与にて腫瘍が消失した。症例 2：86 歳女性
　左上顎歯肉癌の放射線化学療法後に再発を認めニボルマブを
投与した。11 コース投与にて腫瘍が消失 Pseud ‐ oprogression
と思われる腫瘍増大を認めたが 33 コース投与にて腫瘍が消失し
た。症例 3：79 歳男性　左下顎歯肉癌の放射線化学療法後に再発
を認めニボルマブを 8 コース投与したが治療効果を得ずに死亡し
た。症例 4：70 歳女性、右上顎歯肉癌術後再発に対して放射線化
学療法施行したが治療効得ずニボルマブを投与した。6 コース投
与したが呼吸不全にて死亡した。症例 5：78 歳男性　左上顎歯肉
癌の放射線化学療法後に再発を認めニボルマブを投与した。7 コ
ース投与後に副腎皮質機能不全のため中断したが腫瘍は消失し
た。症例 6：81 歳男性　右上顎歯肉癌の放射線化学療法後に再発
を認め二ボルマブを投与した。2 コース投与後に甲状腺機能異常
と Grade 2 の皮疹を認め中断したが腫瘍増大を認めていない。

【結語】ニボルマブは再発口腔癌に対する新たな治療選択となり
得るが、臨床効果と副作用を考慮しながら投与を行う必要がある
と思われる。

1-C-8
口腔癌術後の前胸部皮膚転移・両側腋窩リンパ節転移に
対してMohsペーストおよびセツキシマブ・パクリタキ
セル療法が著効した1例

○山隈 優、纐纈 衆、金氏 毅、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

【諸言】近年、口腔癌進行症例に対して姑息的な腫瘍の減量や出
血、浸出液の抑制目的に Mohs ペーストが使用されている。今
回、われわれは口腔癌術後の前胸部・両側腋窩リンパ節転移に対
して Mohs ペーストおよびセツキシマブ・パクリタキセル療法が
著効した 1 例を経験したので報告する。【症例】舌癌（T3N0M0）
に対して 2018 年 5 月に舌半側切除、頸部郭清術、遊離前腕皮弁
による再建術施行。術後 4 か月目に左側頸部、鎖骨上窩リンパ節
への転移を認め、CDDP（100mg/m2）3 コースと 66Gy の CCRT
を施行するもその後、前胸部皮膚転移および両側腋窩リンパ節転
移を認めたため、ニボルマブを投与。2019 年 2 月から 5 月まで
計 8 回投与するも前胸部および両側腋窩部の腫瘤の増大および同
部からの浸出液を多く認めたため、weekly セツキシマブ・パク
リタキセル療法へレジメンの変更と Mohs ペーストによる浸出液
コントロールを行うこととなった。Mohs ペースト塗布後、浸出
液の制御を認め、また前胸部および両側腋窩部の腫瘤も著明な縮
小を認めた。現在、Mohs ペーストは終了し、化学療法は継続し
ているが同部は増大することなく制御下のままである。
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1-C-9
セツキシマブ投与後の低マグネシウム血症に対し栄養指
導を行い改善した1例

○久保寺 翔、佐野 次夫、木島 毅、秋本 琢磨、須藤 弘喜、 
萩野 貴磨、守谷 亜沙人、中澤 貴士、高久 暹
東京西徳洲会病院　歯科口腔外科

緒言：再発転移頭頚部癌に対してセツキシマブ（以下 Cmab）を
用いた化学療法がおこなわれている．Cmab では特有の有害事象
の低マグネシウム（以下 Mg）血症が報告されている．今回われ
われは口底癌肺門リンパ節転移に対する Cmab 投与で発現した
低 Mg 血症を栄養指導で改善した 1 例を経験したので報告する．
症例：65 歳男性．初診：2017 年．主訴：口底部のできもの．現
病歴：1 か月前より口底部に腫瘤が発現し増大傾向を示していた
ため近隣内科より紹介来院．既往歴：特記事項なし．現症：体格
はやせ型，全身倦怠感なし．顔面左右対称性，所属リンパ節の腫
大傾向なし．口底部に 20mm 大の表面小顆粒状の類円形腫瘤を
認めた．上下顎は無歯顎．PET にて肺門リンパ節および左腎に
集積を認めた．生検結果は中分化型扁平上皮癌．肺門リンパ節は
胸腔鏡生検で扁平上皮癌と診断．診断名：口底癌（T2N0M1），
腎癌．処置および経過：口底部悪性腫瘍切除術，左腎摘出術を施
行．術後 EPF 療法 5 クール施行．grade3 末梢神経障害が発現し
たため Cmab 単剤に切り替えた．Cmab 投与 13 回目より低 Mg
血症（0.7mg/dl, grade3）が発現した．酸化 Mg 内服，硫酸 Mg
点滴静注の補充療法を行ったが改善せず，投与中断を余儀なくさ
れた．栄養指導を行い Mg 含有食品の摂取を指示したところ Mg
値は改善した．考察：Mg 補充療法では吸収されず排泄されてい
たり，血中濃度上昇が一時的であったことが考えられる．有害事
象改善には多職種での連携が重要であることが示唆された．

1-C-10
口底に発生した類基底扁平上皮癌の1例

○鎌田 久美子 1）、栗尾 奈愛 1）、大江 剛 1）、工藤 景子 1）、  
山村 佳子 1）、工藤 保誠 2）、真野 隆充 1）、石丸 直澄 2）、  
宮本 洋二 1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野、
2）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔分子病態学分野

【緒言】類基底扁平上皮癌（Basaloid squamous cell carcinoma：
BSCC）は，1986 年に Wain らによって報告された扁平上皮癌の
一亜型でまれな腫瘍である．増殖能が非常に高く，初診時にすで
に多発の頸部リンパ節転移や遠隔転移を伴った進行例が多い．ま
た，症例数が少なく治療法が十分に確立されていないため，極
めて予後不良とされる．われわれは，口底に発生した BSCC の 1
例を経験したので報告する．【症例】患者は 60 歳男性．右側口底
の潰瘍を主訴に当科を受診した．初診時，右側口底の潰瘍と右側
頸部に多数の腫大したリンパ節を認めた．【治療と経過】生検に
て BSCC（T4aN3bM0）と診断した．頸部の多数の転移性リンパ
節が内頸静脈を取り巻いていたため，外科的切除は困難と判断し，
セツキシマブ併用放射線療法を開始した．治療経過中に腋窩リン
パ節転移を認めたため，同部へも放射線照射を行った．照射終了
1 か月後の効果判定は PR であった . セツキシマブの維持療法を
継続したが，照射終了 2 か月後から急速に原発および頸部転移巣
の再増大を認めたため緩和ケアに移行した．移行 1 か月後に誤嚥
性肺炎による呼吸不全のため，永眠された．

1-C-11
小唾液腺に発生した腺房細胞癌の一例

○小畑 協一 1,2）、岸本 晃治 2,3）、西山 明慶 1,2）、  
矢尾 真弓 2）、小川 辰雄 1）、伊原木 聰一郎 3）、  
佐々木 朗 3）

1）岡山大学病院 口腔外科（病態系）、
2）津山中央病院 歯科口腔外科、
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】腺房細胞癌は、漿液性腺房細胞に類似した腫瘍細胞が緩
慢に増殖する唾液腺悪性腫瘍の一つである。本疾患の頻度は稀で
あり、80%以上は耳下腺に発生するが、小唾液腺に発生すること
は非常少ない。今回われわれは頬粘膜の小唾液腺に発生した腺房
細胞癌の 1 例を経験したので、若干の考察を交えて報告する。
【症例】患者：70 歳、女性。主訴：右側頬粘膜の腫瘤。既往歴：
高血圧。現病歴：2017 年 9 月頃に右側頬部に腫瘤があることに
気がついたが、自覚症状がなかったため放置した。2018 年 5 月
になって増大していることに気がつき、津山中央病院歯科口腔外
科を受診した。
【処置および経過】右側頬粘膜下に、25 × 20mm の弾性硬の可動
性に乏しい腫瘤を触知した。CT および MRI で唾液腺腫瘍を疑
う所見を得たため、局所麻酔下で穿刺吸引細胞診を施行したとこ
ろ ClassIV で腺房細胞癌を強く疑う所見であった。7 月に全身麻
酔下で頬粘膜悪性腫瘍切除術を施行、術後病理組織学的診断は
小唾液腺由来の腺房細胞癌であった。現在術後 1 年経過している
が、再発および転移はなく経過良好である。
【考察】本疾患は他の唾液腺悪性腫瘍と比較して治療成績や予後
が良好であるが、再発例や遠隔転移例が散見され予後不良な疾患
であると結論づけている報告もある。今後も厳重な経過観察が必
要かと考える。

1-C-12
当科で経験した顎下腺原発唾液腺導管癌の3症例の検討

○高後 友之、山下 徹郎、細川 周一、山下 新之助、  
鳥居 ちさほ
恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

【緒言】顎下腺原発の唾液腺導管癌（Salivary duct carcinoma； 
SDC）の発生頻度は低く、SDC は唾液腺悪性腫瘍の中でも、局
所再発や遠隔転移を高率にきたす予後不良の疾患とされる．SDC
の多くは耳下腺に生じ、顎下腺は約 10％程度といわれている．
今回われわれは、顎下腺原発の SDC を 3 例経験したので、若
干の文献的考察を含め報告する．【症例】症例 1 は 86 歳男性、
顎下腺癌 T3N2bM0 Stage4A の診断にて切除術施行、病理検査
結果にて SDC の診断となり、術後補助療法なし、術後 7 年経
過、他病死となった．症例 2 は 66 歳女性、顎下腺癌 T2N2bM0 
Stage4A の診断にて頚部郭清術施行、病理検査結果にて SDC の
診断となり、術後 7 か月におこなった FDG-PET 検査にて対側リ
ンパ節転移、多発骨転移を認め、薬物療法を行った．部分的な奏
功を得るも、術後 2 年 8 か月、遠隔転移制御不能にて現病死とな
った．症例 3 は 77 歳男性、舌下小丘からの生検にて SDC の診
断、顎下腺導管癌 T3N2bM0 Stage4A に対し、切除再建術、術
後補助療法 CCRT 施行、術後 2 年、無病生存中である．【結語】
顎下腺原発 SDC に対しては、集学的治療と、その後の遠隔転移
の有無を含めた厳重な経過観察が必要である．
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1-C-13
口腔内に発生した明細胞癌（clear cell carcinoma）の
2例

○大島 遼 1）、齋藤 正浩 1,2）、澤谷 祐大 1）、志村 美智子 1）、  
八木沢 就真 1,3）、泉 さや香 1）、和久井 崇大 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

明細胞癌はジアスターゼ感受性のグリコーゲンを含む透明な細胞
質を有する低悪性度の唾液腺癌である．
患者１は 60 歳女性，右側上顎７口蓋歯肉の腫脹を自覚．症状改
善を認めないため当科紹介受診．右側上顎７口蓋部に類円形で直
径 17mm，正常歯肉に被覆された腫瘤を認めた．CT にて口蓋骨
は圧迫吸収像が認められた．唾液腺良性腫瘍の診断にて，生検を
行うと，硝子様の間質を背景に，透明な細胞質を有する腫瘍細胞
が胞巣状に増殖し，周囲への浸潤像が認められた．免疫染色にて
p63 および CK19 陽性，S100 陰性であった．明細胞癌を疑い，
腫瘍切除術を行った．手術材料の病理組織検査にてジアスターゼ
消化される PAS 陽性像を認め明細胞癌と診断された．
患者２は 71 歳男性，左側頬粘膜の腫瘤を認め，当科紹介受診，
左側外斜線前方の頬粘膜に直径 20mm 類円形の腫瘤を認めた．
唾液腺良性腫瘍の診断にて生検を行った．組織学的に類円形の核
と淡明な胞体を有するシート状の細胞増殖を認めた．免疫染色，
組織化学染色にて明細胞癌の特徴を有していたが，浸潤像が明ら
かではなかった．低悪性の唾液腺癌を疑い，腫瘍切除術を施行し
た．手術標本にて腫瘍細胞の周囲組織への浸潤像が認められ，明
細胞癌と診断された．
明細胞癌は生検のみでは良悪の診断，他の唾液腺腫瘍との鑑別も
困難である．腫瘤の増大速度，生検部位の治癒状態などの臨床像
と病理組織所見を総合的に判断し，診断・治療方針を決定する必
要がある．

1-C-14
頬粘膜に発生したsecretory carcinomaの1例

○森本 真弘、高野 昌士、佐藤 健彦、牧野 修治郎
北斗病院　歯科口腔外科

【緒 言 】 乳 腺 相 似 分 泌 癌（mammary analogue secretory 
carcinoma）は，2010 年に命名された乳腺分泌癌に類似する組織
像と t（12；15）（p13；q25）転座による ETV6-NTRK3 融合遺伝
子を有する唾液腺腫瘍であり，2017 年の WHO 分類において分
泌癌（secretory carcinoma）とされた．従来，腺房細胞癌と診
断されてきた症例には，同様の融合遺伝子が検出される症例もあ
り，分泌癌が含まれたと考えられている．好発部位は耳下腺で，
頬粘膜，口唇などの小唾液腺にも生じるとされる．今回，頬粘
膜に発生した分泌癌の 1 例を経験したので報告する．【症例】25
歳，男性．左頬部の腫瘤を主訴に当科を紹介初診．左頬粘膜下
に 17 × 10mm の可動性，弾性軟の無痛性腫瘤を認めた．MRI で
は，T2 強調画像で高信号を示す境界明瞭な病変であった．唾液
腺良性腫瘍の診断にて，局所麻酔下に摘出術を施行．病理組織学
的には，好酸性から空胞状の細胞質と円形核を有する上皮細胞が
微小乳頭状，篩状に増殖し，篩状の管腔内には粘液様物質が貯留
していた．免疫染色では，上皮細胞は S-100 と vimentin に陽性
で a-SMA に陰性，mammaglobin，GCDFP-15 に一部陽性であっ
たことから，分泌癌が疑われた．FISH 法で ETV6 の split signal
が 40/50 （80%）検出されたため，診断を確定した．摘出後 6 か
月が経過したが，再発転移無く経過している．【結語】分泌癌は
腺房細胞癌よりも予後不良傾向が指摘されており，今後も注意深
い経過観察を要する．

1-D-1
当院での放射線性顎骨壊死の治療について

○榎木 祐一郎 1）、林 直樹 1）、浅野 悠 2）、景山 大輔 2）、  
勅使河原 大輔 3）、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、
3）明海大学歯学部機能保存学回復学講座歯科補綴学分野

【背景】頭頸部癌に対する放射線治療は、原発部位および頸部リ
ンパ節転移の制御に有用であるが、放射線治療における晩期合
併症として放射線性顎骨炎・骨壊死が問題となる。治療方針は、
Grade1-2 では薬物療法や高酸素療法などの保存的治療から壊死
骨の切除の外科的治療があるが、進行した Grade3 では、壊死骨
の切除に遊離皮弁による再建手術を併用した外科的療法が適応さ
れる。当院で経験した Grade3 の症例を報告する。【対象】2018
年 4 月から 2019 年 10 月に放射線性顎骨壊死を認めた症例に対し
て、遊離骨皮弁を用いて下顎骨再建を施行した症例の術式、術後
状態を評価した。【結果】対象は 4 例で、男女比＝ 1：1、69 〜
83 歳、原発巣は舌癌 2 例、顎下腺癌 1 例、下咽頭癌 1 例、照射
線量は 54 〜 66Gy であった。放射線治療終了から骨壊死治療手
術までの期間は 5 か月から 119 か月（中央値 44 か月）であった。
壊死部分のデブリードマン後、全例遊離腓骨皮弁で再建し、審美
面の改善および経口摂取状況の改善を認めた。【考察】放射線性
顎骨壊死は、顎骨の形態破壊に伴い、審美面の変化や経口摂取が
困難となり、患者の QOL の低下を認める。手術療法は、全身状
態、目標となる QOL の設定、手術時期のタイミング、遊離皮弁
の選択、再建血管を含めた手術野の状態など、検討をすべき項目
が多い。そのため、再建手術を併用した外科的療法を選択するの
に難渋するが、これらの項目について文献的考察を加えて報告す
る。

1-D-2
急激に増大する舌の腺扁平上皮癌に対してオトガイ下皮
弁にて再建した一例

○木谷 憲典、大淵 幸与、渡辺 総
鳥取県立中央病院歯科口腔外科

【緒言】口腔癌の再建は遊離皮弁による再建が主流であり，自科
で再建できない場合は他科と日程調整が必要である．日程が合わ
ない場合や欠損部が小さい場合再建について悩む場合もある．そ
れゆえ自科単独で有形皮弁再建ができることが望ましい．今回わ
れわれは、人工皮膚貼付予定であった舌癌に対し，待機中に増大
を示すため，急遽オトガイ下皮弁にて再建した症例を経験したの
で報告する．【症例の概要】74 歳，男性，2019 年 2 月に右下 7 部
のクラスプが破損し，舌に接触するようになった．4 月初旬に近
在歯科受診し小さな潰瘍を認め 4 月中旬当科へ紹介により受診．
初診時右舌後方に 1cm 大の潰瘍性病変および硬結を認めた．初
診時診断は右舌癌 cT1N0M0．細胞診を施行し SCC の診断．CT， 
PET ‐ CT を施行し遠隔転移は認めなかった．MRI 撮影をした
5 月初旬には約 2cm 大に増大．5 月中旬の手術前日、内部方向
へ約 25mm 大の硬結を認め、急遽オトガイ下皮弁による再建予
定とした．術前診断 cT2N0M0，手術は全身麻酔下で施行、1cm
以上安全域を確保し腫瘍切除を行った．欠損は牽引した状態で
6x4cm であり，オトガイ下に皮弁をマーキングし，顔面，オト
ガイ下動静脈を保存し皮弁を作成，頸顎舌骨筋に穴をあけて皮弁
を欠損部に移動させ再建縫合した．術後皮弁の血行は良好で，発
語，摂食障害もなく経過良好である．急激に増大した腫瘍の病理
結果は腺扁平上皮癌であった．悪性度が高く再発転移リスクがあ
り厳重に経過観察が必要である．
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1-D-3
Facial artery musculomucosal flapを用いた口蓋欠損
部再建の2例

○宗像 花楠子 1）、宮下 英高 1）、竹内 照美 1）、相馬 智也 1）、 
山田 有佳 1）、矢澤 真樹 2）、莇生田 整治 1）、中川 種昭 1）

1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室、
2）慶應義塾大学医学部形成外科学教室

口蓋腫瘍切除術などに起因する口蓋の欠損は，開鼻声や摂食障
害による QOL の低下を招くため再建術を必要とする可能性が高
い．これまでにさまざまな口蓋の再建法が提案されているが，そ
の選択は欠損の部位や大きさ，患者の全身状態を考慮して決定
される．局所粘膜弁は、比較的低侵襲で同部の欠損再建によく
用いられる方法である．Facial artery musculomucosal flap（以
下 FAMM）は，1992 年に Pribaz らが最初に報告した顔面動脈
を栄養血管とする局所粘膜弁で，血流が安定し可動性に優れると
いう特徴を持つ．われわれは，口蓋腫瘍切除に伴い生じた口蓋欠
損に対し，FAMM を用いて再建した 2 例を経験したので報告す
る．症例１：30 歳女性．右側口蓋粘表皮癌のため上顎部分切除
術を実施した．術直後より保護床を装着し，欠損の縮小に合わせ
て調整を実施していた．術後 1 年の時点で，右側硬口蓋に 30 ×
20mm 大の鼻口腔瘻の残存を認めたため， FAMM を用いた再建
術を実施した．症例 2：42 歳男性．右側口蓋多形腺腫に対して腫
瘍切除術および FAMM を用いた再建術を実施した．右側軟口蓋
部の欠損は 28 × 28mm で鼻腔と交通していた．
FAMM はその可動性の良さから口底部の再建症例において用い
られることが多いと報告されている．個々の症例において慎重な
検討が必要ではあるが，FAMM は口蓋欠損への再建法の選択肢
に成り得ると考えられた．

1-D-4
肋骨付き有茎広背筋皮弁を用いて下顎再建を行った2例

○加藤 卓己、榊原 典幸、水野 貴行、竹川 英輝、  
佐藤 栄作、鎌田 弘毅、三浦 賢政
日鋼記念病院　歯科口腔外科

【緒言】下顎区域切除後の硬性再建には、一般的に肩甲骨皮弁、
腓骨皮弁、腸骨皮弁などの血管柄付き遊離骨移植が用いられてお
り、有茎皮弁での再建の報告は少ない。今回われわれは、肋骨付
き有茎広背筋皮弁を用いて下顎再建を行った 2 例を経験したの
で報告する。【症例 1】右舌癌（SCC）術後（腹直筋皮弁再建後）
の再発・対側頚部後発転移例で、左全頸部郭清術（頸部皮膚合併
切除）、左下顎区域切除、腫瘍切除（残存舌全摘）、喉頭全摘のサ
ルベージ手術症例。【症例 2】右頬粘膜癌（SCC）の進行例で、
右全頸部郭清術、腫瘍切除（右下顎区域切除、右口底・顔面皮膚
合併切除）、右上顎部分切除に対する即時再建症例。既往に胃癌
術後のるい痩と糖尿病があり、耐術能評価より手術時間の短縮、
手術侵襲の軽減を行いつつ、軟組織再建および硬性再建を要する
症例であった。【考察】肋骨付き有茎広背筋皮弁は、肋骨の強度
不足のため咬合圧負担を掛けられないという欠点を有するが、咬
合再建を優先せず、連続性の維持を目的とする下顎再建におい
ては、手術時間を短縮、手術侵襲を軽減し、人工物を用いずに広
範囲の軟組織と硬組織を再建できる点で、症例は限定されるもの
の、有用性が高い再建方法であると考えられた。また血流も安定
しており、遊離皮弁による口腔再建後や放射線治療後の再発例に
対するサルベージ手術、second flap としても有用であると思わ
れた。

1-D-5
遊離皮弁による中咽頭再建直後にせん妄による飲水で咽
頭後壁が破綻し舌弁で再再建を行った1例

○松井 千裕
順天堂大学　形成外科

中咽頭癌の臨床像は嚥下や構音など重要な機能に関与しており、
手術で切除範囲が広くなれば術後の QOL 低下を招くこととな
る。また遊離皮弁再建後の鎮静管理においては、せん妄のリスク
がある．今回我々は他院で軟口蓋全摘出後、顎義歯で管理されて
いた症例に対し、二期的に遊離腹直筋皮弁による再建を行った。
その 1 日半後に、口渇感とせん妄で氷枕を破壊して氷と水を嚥下
し、咽頭後壁が破綻したため舌弁で再再建を行った 1 例について
報告する。【症例】49 歳男性 【主訴】嚥下困難，咽頭後壁に顎義
歯が当たることによる吐気、鼻腔への水分流入【既往歴】上顎、
軟口蓋腺様膿疱癌のため軟口蓋全摘出、上顎方向の瘻孔 【治療】
両側頸部リンパ節郭清を行い、Gehanno 法、遊離腹直筋皮弁で
再建を行った。術後経過は良好であり、1 日後に鎮静を解除した。
輸液は volume over で投与していたが、覚醒後より強い口渇感
を訴え、目を離した隙に氷枕を破壊し、中の水 700ml 以上と氷
多数を丸のみし、咽頭後壁が深部まで裂けて壊死を起こした。損
傷範囲は２×４ cm 程度であり、遊離皮弁での対応は困難であっ
た。初回の腹直筋皮弁もすでに形が固まっており、咽頭深部への
延長が難しかったことから有茎舌弁を咽頭後壁に縫合し、2 週間
後に切り離した。術後 1 年後鼻呼吸、嚥下共に良好であり、有茎
舌弁再建はこのような咽頭の小範囲の損傷に対して非常に有効で
あった。

1-D-6
モデルサージェリーを用いて再建を行ったエナメル上皮
腫の1例

○原田 文也 1）、武田 成浩 2）、Elsayed Nagwan1）、  
若林 茉梨絵 1）、関 姫乃 1）、南田 康人 1）、石川 昌洋 1）、  
佐々木 智也 1）、淀川 慎太郎 2）、中山 英二 3）、  
奥村 一彦 2）、村田 勝 4）、安彦 善裕 5）、志茂 剛 2）、  
永易 裕樹 1）

1） 北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　顎顔面口腔外科学分野、
2）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　組織再建口腔外科学分野、
3）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　歯科放射線学分野、
4）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　口腔再生医学分野、
5）北海道医療大学　歯学部　生体機能病態学系　臨床口腔病理学分野

【目的】エナメル上皮腫はエナメル器由来の歯原性良性腫瘍であ
り一般的に下顎骨に生じる。エナメル上皮腫は無痛性、緩慢な発
育を示す一方、局所浸潤能の高い腫瘍として知られている。臨床
的には再発をきたしやすく拡大切除が必要なため、しばしば顎骨
区域切除および再建の適応となる。近年、CAD/CAM 技術の発
達により頭頸部の再建術においてモデルサージェリーの有用性が
認められている。我々はエナメル上皮腫に対する下顎骨区域切除
後の再建にモデルサージェリーを用いた症例を経験したので文献
的考察を交えて報告する。【症例】患者は 46 歳の男性で、下顎の
腫脹を主訴に 2019 年 4 月当科初診となった。2000 年に一度当科
を受診しており、その際にエナメル上皮腫の診断となっていた
が、その後通院が途絶えていた。2016 年に下顎の腫脹増大を認
めたが自己判断で放置していた。2019 年になり、加療目的に当
科再初診となった。生検によるエナメル上皮腫の診断に基づき、
同年 5 月に全身麻酔下で下顎骨区域切除術および肩甲骨広背筋複
合皮弁による即時再建術を行った。この際、事前に撮影した CT
画像から下顎骨、肩甲骨および切除範囲に合わせて折り曲げた採
取骨の 3D モデルを作製し、チタンプレートのプレベンディング
を行った。【結論】エナメル上皮腫に対する下顎骨区域切除術に
対し、肩甲骨広背筋複合皮弁を用いた再建を行い、術前にモデル
サージェリーを行うことで良好な治癒を得ることができた。
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1-D-7
89歳女性に生じた口腔内多発癌の1例

○千田 正、石原 修、山田 龍平、矢田 光絵、中野 晋太郎、 
谷口 弘樹、小松 享祐、山本 莉菜
大阪急性期・総合医療センター　歯科口腔外科

【緒言】口腔癌の好発年齢は 60 歳代といわれている．しかし，高
齢者社会の到来とともに高齢口腔癌患者の治療機会が増加して
いる．高齢者は個体差が大きく治療適応の判断が困難な場合が
多い．【症例】患者は 89 歳女性で，既往疾患は 2 型糖尿病，糖尿
病性網膜症，糖尿病性腎症，高血圧症，脂質異常症，骨粗鬆症
で，パフォーマンスステータスは 1 であった．左側下顎臼歯部歯
肉の疼痛と異物感を主訴に近歯科より当科を紹介受診した．左
側下顎大臼歯部歯肉に 30 × 30mm 大の表面顆粒状で境界は比較
的明瞭な腫瘤性病変が認められた．また，右側下顎大臼歯部には
抜歯窩と思われる陥凹に表面顆粒状の腫瘤性病変が認められた．
両病変に対し，生検や各種画像検査を施行し，両側下顎歯肉癌
cT4aN2cM0 の診断を得た．治療方法は年齢や既往疾患から手術
療法であった場合，侵襲が大きくなることが予想されたため，患
者，患者の入所施設職員，糖尿病主治医と協議を繰り返し，手術
療法を行うこととなった．手術は全身麻酔下に気管切開術，両側
頸部郭清術，左側下顎骨区域切除術，右側下顎骨辺縁切除術，腓
骨非弁による口腔再建術を施行した．術後病理診断では両側の病
変に連続性はなく、ともに断端陰性で，頸部リンパ節転移は認め
られなかった．術後経過良好で術後 34 日で退院となった．現在
は術後 9 か月が経過したが，再発転移なく経過している．【結語】
今回我々は 89 歳女性に生じた口腔内多発癌の 1 例を経験した．

1-D-8
間歇的口腔食道経管栄養法を応用した術後摂食嚥下リハ
ビリテーションが有効であった進行口底癌の１例

○吉田 充那、石戸 克尚、池田 篤司、今上 修一、  
中道 尚美、冨原 圭、野口 誠
富山大学大学院医薬学研究部　歯科口腔外科学講座

【緒言】局所進行口腔癌の切除・再建術後においては，経口摂取
の再開まで長期のリハビリテーションを要する場合が多く，その
間の栄養管理は重要である．その中で間歇的口腔食道経管栄養法

（以下 IOE 法）はチューブを食事の際のみ自己嚥下することで，
チューブの先端を食道に留置して栄養剤を投与する方法である．
これは非使用時の直接訓練を妨げないことに加え，それ自身が
間接訓練となる．今回摂食嚥下リハビリテーションと栄養管理に
IOE 法を用いたことで，早期に自宅退院が可能となった１例を経
験したので報告する．【症例】59 歳男性．左側口底癌 cT3N2bM0 
stageIVA に対し，器官温存を目的として選択的動注化学療法を
施行後，化学放射線療法，計画的頸部郭清術を施行した．その後，
原発巣に再発を認めたため舌可動部亜全摘，下顎区域切除術，肩
甲骨皮弁再建術，右側頸部郭清術を施行した．術後は経鼻胃管に
より栄養管理を行っていたが，高度の第１相嚥下障害のため直接
訓練が進まないことから，術後 58 日目に IOE 法を導入した．そ
の後嚥下機能が劇的に改善したことから，IOE 法導入後 13 日目
には固形食の摂取が可能となった．【考察と結論】チューブを嚥
下すること自体が間接訓練となったことに加え，栄養剤投与によ
り必要な栄養量を確保できたことで直接訓練が順調に進み，早期
の経口摂取への移行につながった．この結果として ADL の向上
に寄与したことが考えられ，IOE 法の有用性が示唆された．

1-D-9
嚥下困難をきたした口底部脂肪腫の1例

○小川 辰雄、吉岡 徳枝、竜門 省二、坂本 裕美、  
國定 勇希、伊原木 聰一郎、佐々木 朗
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】脂肪腫は成熟脂肪細胞からなる非上皮性良性腫瘍である
が，口腔領域での発生は少ない。発生部位は頬粘膜，口唇，舌の
順で多く，口底は比較的まれである。今回われわれは嚥下困難を
きたした口底部脂肪腫を経験したので報告する。【症例の概要】
患者は 62 歳，男性。歯肉出血と口底部の無痛性腫脹を主訴に病
院歯科を受診し，2018 年 3 月に紹介により当科を受診した。初
診時，下顎前歯部の歯肉増殖と口底部の弾性軟腫瘤を認め，歯肉
病変はエプーリス，口底部腫瘤は脂肪腫を疑い，画像検査を予定
したが来院が途絶えた。2019 年 2 月に嚥下困難感を主訴に再度
来院した。下顎前歯部歯肉病変は抜歯により消失していたが，口
底部の腫瘤は増大しており，舌は後方に圧排されていた。舌下小
丘からの唾液の流出は良好であった。MRI で左右径 41mm，前
後径 27mm，頭尾側径 42mm の病変として描出され，STIR で低
信号，T1 強調画像で内部均一な高信号，造影 T1 強調＋脂肪抑
制で低信号を呈し，内部は造影されず，脂肪腫と考えられた。組
織生検で脂肪腫と診断し，同年 4 月に全身麻酔下にて腫瘍を摘出
した。摘出標本の病理結果は単純性脂肪腫であった。【結語】本
症例は口底部に発症し，無痛性で自覚症状が少なく，腫瘍の増大
も緩慢で，嚥下困難をきたすまでに長期経過しており，悪性転化
を考慮して組織生検を行った。腫瘍摘出後，現在までに再発を認
めない。

1-D-10
骨の化性を伴った巨大な右側頬部脂肪腫の1例

○矢尾 真弓 1）、岸本 晃治 2）、小畑 協一 2）、西山 明慶 2）、  
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】脂肪腫は腫瘍実質が成熟した脂肪組織からなる非上皮
性の良性腫瘍で，骨の化性を伴うことはまれである。今回われわ
れは，右側頬部に発生した骨の化性を伴った巨大な脂肪腫を経験
したので，その概要を報告する。【症　例】患者は 76 歳，女性。
2 年前より右側頬部の腫瘤を自覚し，半年前より急速に増大傾向
を示したため，近医歯科医院を受診した。腫瘍の可能性を指摘さ
れ 2019 年 3 月に紹介来院となった。顔貌は，左右非対称で右側
頬部から顎下部にかけて腫張していた。触診は弾性軟であったが
皮膚側は一部硬固物が触知できた。口腔内所見は，右側下顎小臼
歯部から下顎枝にかけて腫脹を認めていたが，粘膜表面は正常で
あった。造影 CT は境界明瞭な長径約 70mm の腫瘤で，一部は
石灰化し，その周囲に造影性のある領域を認めた。脂肪肉腫の可
能性も考慮し，口腔内切開により周囲組織を含めて腫瘍の摘出を
行った。病理組織学的所見は，菲薄な線維性被膜を有する腫瘍病
変で，大部分では成熟脂肪細胞が認められ，一部では紡錘形の間
葉系細胞が骨形成を認めており、骨の化性を伴った脂肪腫との診
断を得た。【考　察】　脂肪腫の中にはまれに骨の化生を伴うこと
があり，脂肪肉腫の可能性も考慮する必要がある。しかし，本症
例のように生検や術前の画像で確定診断を得ることは困難であ
り，術後の追加治療を考慮した慎重な治療が必要であると考えら
れた。
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1-D-11
巨舌を呈したアルコール性肝硬変患者の舌対称性脂肪腫
症の１例

○村山 敦、首藤 敦史、姜 良順、黒田 卓
岸和田徳洲会病院　歯科口腔外科

舌対称性脂肪腫症（Symmetric lipomatosis of tongue ; SLT）は
両側舌縁部に対称性の脂肪増生をきたす非上皮性良性腫瘍で，脂
肪代謝異常との関連が示唆されており，アルコール性肝機能障害
に罹患している患者の報告例が散見されている。今回われわれ
は，アルコール性肝硬変患者の両側舌縁部に発生し巨舌を呈し
た SLT の 1 例を経験したので報告する。患者は 66 歳の男性。既
往にアルコール性肝硬変を認め，約 3 年前から当院消化器内科で
加療中であった。約 20 年前に両側舌縁部に小腫瘤の形成を自覚
するも，疼痛等の症状がなく放置していた。その後，経時的に舌
縁部の腫瘤が大きくなり舌の動きに支障をきたすようになったた
め，当院消化器内科より当科紹介受診となった。両側舌縁部の粘
膜下に脂肪組織を示唆する淡黄色で弾性軟の腫瘤を認めた。表層
に隆起した腫瘤の大きさは，右側は約 12 × 8mm，左側は約 28
× 20mm であった。MRI 所見は，両側舌縁部に T1WI，T2WI
で高信号，脂肪抑制を受ける形状不整な病変を認めた。組織生検
は両側とも成熟脂肪組織の増生像を認め，脂肪腫の病理組織学的
診断であった。全身麻酔下に両側舌腫瘍切除術および舌形成術を
施行した。術中所見では，大型分葉状の黄白色の脂肪組織と小さ
な脂肪塊が混在した被膜を有さない腫瘍であり，小さな脂肪塊は
舌筋層内へと存在していた。術後の病理組織学的診断も両側とも
に脂肪腫であり，既往から考え臨床診断は SLT とした。

1-D-12
舌縁に生じたectomesenchymal chondromyxoid tumor
の１例

○櫻井 航太郎 1）、仲盛 健治 1）、山崎 学 2）、丸山 智 3）、  
田沼 順一 2）

1）那覇市立病院　歯科口腔外科、
2）新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）新潟大学医歯学総合病院　歯科病理検査室

【緒言】ectomesenchymal chondromyxoid tumor（ECT, 外胚葉
間葉軟骨粘液腫瘍）はほとんどが舌背に発生する稀な良性腫瘍で
あり、欧文の出版論文で渉猟しえる限り約 80 例しか報告されて
いない。舌縁に生じた ECT の 1 例を経験したのでその概要を報
告する。【症例】67 歳女性。主訴：左側舌縁の腫瘤形成。既往歴：
脂質異常症。現病歴：初診の 2 年前から左側舌縁に無痛性の腫瘤
を自覚していた。精査加療目的に当科を紹介され初診。現症：左
側舌縁に 20 x 10 mm の表面平滑、境界明瞭、弾性硬の腫瘤を認
めた。MR 所見：腫瘤は充実性で、T1 低信号、T2 および STIR
高信号を示した。臨床診断：舌良性腫瘍。処置および経過：全身
麻酔下に腫瘍摘出術を行った。病理組織所見：腫瘍はシート状ま
たは索状に配列する小型多角形細胞から構成され、腫瘍細胞間に
は膠原線維や粘液腫様間質が介在していた。腫瘍中心部では硝子
化基質の沈着が目立ち、小腔様間隙を伴う腫瘍細胞が散在してい
た。免疫染色では腫瘍細胞は S-100 および GFAP 弱陽性を示し、
Ki-67 陽性細胞率は１%未満と低値であった。以上の所見から
ECT と診断した。術後 18 か月経過したが、再発や機能障害は認
めていない。

1-D-13
舌下腺に発生した多形腺腫の1例

○藤多 健 1）、田中 徳昭 2）、李 篤史 1）、美馬 孝至 1）

1）第二大阪警察病院、
2）大阪警察病院

【緒言】多形腺腫は唾液腺腫瘍の中で最も発生頻度の高い腫瘍で
あり、耳下腺、顎下腺に好発するが舌下腺に発生することはまれ
である。舌下腺腫瘍の多くは悪性であり、診断に苦慮することも
ある。今回われわれは舌下腺に発生した多形腺腫の 1 例を経験
したので、概要を報告する。【症例の概要】患者は 85 歳女性。
201X 年 4 月に近医で右側口腔底の腫瘤を指摘される。がま腫の
診断下、8 月に開窓手術を試みるも、充実性の腫瘤であったため、
手術を中断し、精査加療目的で当科紹介となる。初診時、右側舌
下部に 30mm × 20mm、弾性硬、境界明瞭、可動性のある腫瘤
を認めた。表面粘膜は正常であったが、一部切開後の粘膜欠損を
認めた。ワルトン管からの排唾あり、舌運動・知覚に異常はなか
った。造影 CT では右側口腔底に境界明瞭で内部不均一な造影性
を示す病変を認めた。MRI では T1 低信号、T2 および T2 脂肪
抑制で不均一な高信号を示す病変を認めた。US でも境界明瞭で
内部不均一な低エコー域を認めた。生検では確定診断には至らな
かったが、多形腺腫を疑う所見であった。以上から、右側舌下腺
良性腫瘍と診断し、全身麻酔下にて摘出術を行った。粘膜上皮下
に圧平された舌下腺組織を認め、その直下に境界明瞭で被膜を伴
った腫瘍を認めた。周囲との癒着はほとんど無かったが、顎下腺
導管は被膜と癒着を認めたため腫瘍と共に切除し、導管移設を行
った。病理組織学的診断の結果は多形腺腫で悪性所見は認めなか
った。

1-D-14
小児の下顎臼歯部歯肉に生じた筋線維腫の1例

○舟山 直希、柳生 貴裕、中山 洋平、河上 真緒、笠 瑛貴、
桐田 忠昭
奈良県立医科大学　口腔外科学講座

【緒言】筋線維腫は主として乳幼児の皮膚、骨、消化管などに単
発性に見られる良性腫瘍であり、その発生は 100 万人に 2 〜 4 人
と稀である。【症例経過】7 歳男児。左側下顎臼歯部の腫瘤を主
訴に紹介医を受診。生検が行われ、間葉系良性腫瘍と診断。生
検後に腫瘍の増大を認め、精査加療目的で当科を紹介受診。初診
時、腫瘤は 30 × 21mm で弾性硬、表面粘膜は正常であった。画
像検査では左側下顎臼歯部に境界明瞭な類円形の透過像を認め、
左下 E、6 の歯根を含むが歯根吸収はなく、皮質骨は保たれてお
り周囲に骨膜反応を認めた。下顎歯肉良性腫瘍の診断の下、全身
麻酔下に腫瘍切除術を施行。切除標本の病理組織検査では、紡錘
形細胞の束状増生、間質に硝子様および粘液腫様構造を認めた。
免疫組織化学染色はビメンチン、平滑筋アクチンは陽性、デスミ
ン、h- カルデスモンは陰性、Ki-67 標識率 5％。以上より下顎歯
肉筋線維腫と診断。術後 1 年 6 ヶ月が経過しているが、再発は認
めない。【考察・結語】筋線維腫の予後は発生部位により異なり、
自然消退した報告例もある一方で、肺、心臓、胃、腸管などに多
発したものでは予後不良となり死亡例も報告されている。本症発
見時は病変部位の全身的な検索が重要である。本腫瘍の発生は稀
であり、口腔領域における本邦での報告はこれまで 17 例と少な
い。今回、小児の左側下顎歯肉に発生した筋線維腫の 1 例を経験
したので、その概要を報告した。
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1-D-16
萌出障害が生じていた永久歯が歯牙腫摘出後に自然萌出
した２症例

○山口 真輝、國定 勇希、吉岡 徳枝、伊原木 聰一郎、  
村瀬 友里香、佐々木 朗
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔学顔面外科学

【緒言】歯牙腫は歯胚から生じる組織形態異常で，無症状である
ことが多い．エックス線画像で偶然に発見されることが多く，
歯牙腫が原因で永久歯の萌出障害が生じている症例もしばしば
認める．今回われわれは，萌出障害が生じていた永久歯が歯牙
腫摘出後に自然萌出した 2 症例を経験したので報告する．【症例
1】12 歳男子．55 の晩期残存，右側上顎臼歯の萌出遅延を主訴に
近医歯科を受診し，右側上顎臼歯部にエックス線不透過像を認
め 2010 年 12 月に当科へ紹介された．画像診断で右側上顎臼歯部
に巨大な複雑性歯牙腫を認めた．同病変により 15 は 55 根尖部ま
で偏位しており，2011 年 3 月に全身麻酔下に歯牙腫摘出を施行
した．術後 1 年，15 は 55 遠心に自然萌出を認めた．【症例 2】10
歳女子．84, 85 の晩期残存，43, 44 の萌出遅延を主訴に近位歯科
を受診し，エックス線画像にて右側下顎臼歯部に不透過像を認め
2018 年 7 月に当科へ紹介された．右側下顎臼歯部に集合性歯牙
腫を認め，同病変により 43 は 42 根尖の位置まで水平に偏位され
ており，44 はやや遠心に傾斜していた．全身麻酔下に歯牙腫摘出，
84, 85 抜歯を施行した．術後 3 ヵ月で 43 の偏位は改善傾向にあ
り，術後 1 年で正常に萌出していることを確認した．【結語】歯
牙腫により正常な位置に萌出が期待されない埋伏永久歯は手術時
に抜歯することもあるが，本症例のように自然萌出することもあ
る．抜歯の適応とその時期については検討する必要がある．

1-D-17
口腔細胞診による口腔癌および前癌病変の一次スクリー
ニングに関する臨床研究

○助川 信太郎 1）、管野 貴浩 2）、増井 正典 1）、助川 由佳 1）、 
岸本 司 1）、佐藤 愛 1）、雑賀 将斗 1）、古木 良彦 1）

1）香川県立中央病院 歯科口腔外科、
2）島根大学医学部 歯科口腔外科

【緒言】口腔癌は早期発見，早期治療が極めて重要であり，その
発見の遅れは腫瘍の増大や転移をきたし，患者の生命予後に大き
く影響を与える．一方，早期口腔癌の診断には臨床像が類似する
口腔粘膜疾患や炎症性疾患との区別が重要となり，鑑別に苦慮
することも多い．そこで，われわれは簡便で侵襲の少ない口腔
擦過細胞診を診断の補助ツールとして用いている．今回，当科
における現状を臨床統計学的に検討したので報告する．【材料・
方法】2014 年 1 月から 2019 年 3 月までに，香川県立中央病院歯
科口腔外科において臨床上腫瘍性病変が疑われるため，1 次スク
リーニングとして口腔擦過細胞診を行った患者計 1168 例（男性
488 例，女性 680 例）を対象とした．判定には Papanicolaou 分
類を用い，病理部にて細胞診専門医により行われた．細胞診の結
果に関して臨床的に評価検討を行った．また，細胞診と組織診検
査両者を施行した患者について統計学的検討を行った．【結果】
Papanicolaou 分 類 で は class1：209 例　class2：524 例　class3：
79 例　class3a：232 例　class3b：65 例　class4：23 例　class5：
22 例　検体不十分による判定不能 8 例であった．口腔擦過細胞
診と組織診検査のいずれも施行した患者は計 192 例であった．良
悪性判定の感度 79.8％，特異度 74.8％，有効率 77.1％であった．【考
察】口腔擦過細胞診は口腔癌の１次スクリーニングとして臨床的
に有用な診断方法の手段であることが示唆された．

1-D-18
口腔内装置を使用し放射線治療を行なった無歯顎頭頸部
癌患者の下顎の位置変化の検討

○森寺 邦康、野口 一馬、吉川 恭平、神田 修治、  
高岡 一樹、岸本 裕充
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

【背景】頭頸部癌に対する強度変調放射線治療（以下 IMRT）で
は、腫瘍に線量を集中し、重要な臓器の線量を減らす治療法であ
るため治療時の患者の位置固定が重要である。当院では口腔内装
置（以下 OA）を使用して IMRT 施行しているが、無歯顎患者
は有歯顎患者に比べて下顎の安定が悪く OA の使用は有用と考
える。今回われわれは、口腔内装置を使用し IMRT を行なった
患者の下顎の位置関係を検討したので報告する。【対象】2018 年
1 月から 2019 年 6 月まで当院にて OA を装着して IMRT を行っ
た頭頸部癌患者 77 名のうち無歯顎患者 5 名を対象とした。【マウ
スピース製作方法】厚さ 1mm の PET シートを組みあわせ中空
の蝋堤を上下顎製作し、咬合面に 1mm の板状のシートを介在さ
せ即時重合レジンで固定した。【方法】治療計画のために、治療
用固定具（熱可塑性マスク）を作成し、OA を装着した状態と装
着しない状態で CT 撮影を行なった。CT 画像を 3 次元放射線治
療計画装置へ転送し、計画ソフト上で、上顎は切歯管最前方、下
顎はオトガイ棘の先端を測定し、上下顎の位置を測定した。【結
果および考察】上顎の移動量は平均で左右方向 0.7mm、前後方
向 0.62mm、垂直方向 1.6mm で下顎は左右方向 0.94mm、前後方
向 2.23mm 、垂直方向 2.4mm 移動していた。頭部固定シェルを
使用しても無歯顎患者の下顎は上顎に比較して移動量が多く、下
顎は安定しないことから OA を装着し顎位を安定させることは
固定精度の向上につながると考える。

1-D-15
Inverted Ductal PapillomaとMucous cystが下唇に
併発した一例

○山本 裕義 1）、加藤 禎彬 1）、西山 明宏 1）、中条 貴俊 2）、  
松坂 賢一 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　臨床検査病理学講座

【諸 言 】 内 反 性 導 管 乳 頭 腫（Inverted Ductal Papilloma: 以 下
IDP）は唾液腺導管と口腔粘膜上皮境界部における上皮の内反性・
乳頭状発育により結節状を呈する比較的まれな良性腫瘍である。
口腔領域では下唇が最も多く、次いで頬粘膜 , 下顎口腔前庭に発
生する。臨床的には粘膜下の無痛性腫脹をきたし、粘膜表面には
斑点をしばしば伴う。病理組織学的には上皮に円柱状の基底細胞
や扁平上皮細胞の増殖が見られ、腫瘍は導管表面下へ向かって内
反性に陥入しながら乳頭状に増殖する像が観察される。【症例】
39 歳の男性。2017 年 6 月 , 下唇を誤咬後に同部に腫瘤を自覚し
たが消失しないため、8 月に当科へ紹介され受診した。来院後に
腫瘤は一時縮小し経過をみていたが、2019 年 3 月に増大を認め
た。肉眼所見では、下唇粘膜正中部に直径 11mm 大の半球形で
弾性軟の腫瘤を認めた。画像所見では、造影 MR の T1 強調像で
低信号、T2 強調像で軽度高信号を示し、内部に増強効果はなく
嚢胞性病変が疑われた。US では内部無エコーであった。軟組織
嚢胞の臨床診断下に摘出術を施行した。術中所見として、病変の
周囲組織との癒着と乳白色の内容液を認めた。病理学的には導管
上皮が内反性に乳頭状増殖し、Mucous cyst 周囲が肉芽組織化し
た所見がみられ、病理組織学的診断は IDP と Mucous cyst であ
った。現在術後 6 か月経過し、再発は認めない。【結語】今回わ
れわれは IDP と Mucous cyst が併発した 1 例を経験したので報
告する。
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1-D-19
終末期口腔がん患者に対する緩和ケアの取り組み

○兼子 隆次、河合 孝真、澤木 廉
豊田厚生病院　歯科口腔外科

【緒言】当院では主に終末期がん患者を対象に緩和ケア病棟が運
用され、主科を中心に PCT（緩和ケアチーム）として多職種が
診療に介入している。現在までに、本病棟にて終末期を迎えた当
科口腔がん患者について臨床的に検討したので報告する。【対象】
本病棟開設の 2010 年 1 月から 2019 年 9 月までに当科を主科とし
て入院加療した 20 名について患者背景、入院経緯、治療内容、
疼痛管理、病状に対する不安等を検討した。【結果】患者の内訳
は男性 12 名、女性 8 名、年齢は 41 〜 91 歳、平均 72.3 歳であっ
た。本病棟への入院経路は自験例 14 名、他施設からの紹介が 6
名であった。紹介先は大学病院２名、特養・老健 2 名、がんセン
ター、他病院が各 1 名であった。疾患は全例癌であり 13 名が再
発例、7 名が初発例であった。緩和ケア病棟における平均在院日
数は 24.4 日であった。転帰は 18 名が死亡、2 名が転院であった。
治療は疼痛のコントロールを中心に行ったが、投薬に加えて緩和
目的の放射線治療を 3 名に行った。また、栄養経路は 12 名が最
後までなんらかの形で経口摂取していた。病状に対する不安は総
じて時間の経過とともに軽減していく傾向がみられた。PCT の
介入は一般病棟在院時から行われ、要所で助言を受けたり話し合
いを行った。【考察】PCT の早期の介入と緩和ケア病棟における
対応が、患者とその家族の QOL の改善に一定の効果をもたらし
ていると思われた。

1-D-21
下顎骨辺縁切除後の骨折に関するリスク因子についての
検討

○雑賀 将斗 1）、助川 信太郎 1）、管野 貴浩 1,2）、助川 由佳 1）、
増井 正典 1）、岸本 司 1）、佐藤 愛 1）、古木 良彦 1）

1）香川県立中央病院　歯科口腔外科
2）島根大学医学部　歯科口腔外科学講座

【緒言】下顎骨辺縁切除は，下顎歯肉癌の治療法の一つとして行
われている．しかし，切除範囲が大きくなると下顎骨の強度が低
下するため術後に骨折を生じ，その治療に難渋することがある．
そこで今回我々は、悪性腫瘍に対して下顎骨辺縁切除を行った辺
縁切除後の骨折の危険性に影響を及ぼす因子について検討を行な
ったので概要を報告する．

【材料・方法】2011 年 4 月から 2019 年 3 月までに , 香川県立中央
病院歯科口腔外科において悪性腫瘍治療のために下顎骨辺縁切除
を行なった 36 名を対象とし、術後の骨折にリスク因子について
年齢、性別、腫瘍大きさ、切除部位、辺縁切除アプローチ法、残
存歯数、全身疾患、放射線治療の有無、化学療法の有無について
統計学的検討を行った．

【結果】
全症例で男性 16 名、女性 20 名で平均年齢は 72.0±10.8 であっ
た。下顎骨辺縁切除後の骨折は 6 症例に認めた。男性 3 名、女性
3 名で年齢は 71.0±9.17 であり、腫瘍大きさは T2 が 4 名と最も
多かった。一方で下顎骨辺縁切除後に骨折を認めなかったのは男
性 13 名、女性 17 名で年齢は 72.3±10.91 であった。リスク因子
としては、下顎骨残存骨高の減少が有意に下顎骨骨折を認めた。

【考察】
下顎骨辺縁切除おいて下顎骨をできる限り残存させることで，切
除部に発生する応力は減少し，それにより骨折リスクは低下する
と推測された。しかし症例によっては十分な下顎骨を残存させる
ことは困難でありチタンプレートによる補強が必要だと考えられ
た。

1-D-20
エクソソーム関連タンパク質Alixの口腔扁平上皮癌にお
ける新規診断マーカーへの応用

○中道 瑛司 1）、坂倉 寛紀 1）、山本 憲幸 2）、西川 雅也 2）、  
山口 聡 2）、日比 英晴 1）

1） 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）名古屋大学医学部附属病院　歯科口腔外科

【緒言】口腔癌診療において肉眼所見や画像所見だけでは診断が
困難であり，また，組織診断には侵襲を伴うことから，確定診断
に利用できる簡便で高い特異度と陽性的中率をもつ診断方法が求
められている．Alix は汎用性の高い exosome マーカーとして利
用される一方で様々な癌組織に発現が認められる．われわれは血
清と唾液の exosome 分画を用いて口腔癌患者における診断マー
カーとしての exosome 中 Alix（exoAlix）の有用性を明らかにす
ることを目的として本研究を行った．【方法】2017 年 11 月から
2019 年 7 月に当科を受診した口腔扁平上皮癌（OSCC）患者と癌
以外の疾患患者（HC）から，血清（OSCC 29 人，HC 21 人）お
よび唾液（OSCC 23 人，HC 20 人）を採取し，超遠心分離法に
より exosome 分画を分離し ELISA 法にて exoAlix 濃度を測定解
析した．【結果】血清および唾液において，OSCC 群の exoAlix
は HC 群と比較し有意に高い結果となった （血清 ; p=0.0263，
唾液 ; p=0.0166）．ROC 曲線により Alix ELISA 検出範囲内にお
いて，血清 exoAlix のカットオフ値，感度，特異度，陽性的中
率，AUC は そ れ ぞ れ 0.205，0.345，1.000，1.000，0.685， 唾 液 
exoAlix ではそれぞれ 0.193，0.348，1.000，1.000，0.712 であった．

【結論】血清および唾液において exoAlix は，OSCC の診断マー
カーとして有用である可能性が示唆された．

2-B-1
高齢口腔扁平上皮癌患者の治療に関する臨床的検討

○吉岡 徳枝、小畑 協一、岸本 晃治、柴田 茜、  
清水 理恵子、坂本 裕美、角谷 宏一、伊原木 聰一郎、  
佐々木 朗
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】高齢化社会に伴い高齢口腔癌患者の治療機会が増加して
いる。治療方針の決定において，年齢以外に腫瘍進行度，身体機
能，併存疾患，患者・家族の意向などを考慮するが，個人差が大
きく，腫瘍制御と QOL 維持の両立に難渋することがある。今回
われわれは高齢口腔癌患者の臨床的特徴について検討した。【対
象】2014 年 1 月から 2018 年 12 月に当科を受診した口腔扁平上
皮癌一次症例 195 例のうち，75 歳以上の高齢者 87 例（男性 40 例；
平均 82.6 歳，女性 47 例；平均 84.0 歳）を対象とした。 【結果】
年代内訳は 75-79 歳が 19 例，80-89 歳が 60 例，90 歳以上が 8 例
で，80 歳以上が 78.2%を占めていた。治療態度は根治的治療 64
例（手術 58 例，放射線 6 例（小線源 5 例，CRT1 例）；平均 83.0
歳），姑息的治療 11 例（抗がん剤内服，平均 85.9 歳 ; Stage II 1 例，
Stage III　1 例，Stage IV 9 例 , PS 0-3），Best Supportive Care 

（BSC）12 例（平均 88.2 歳；重複癌，治療拒否をのぞき Stage 
IV, PS 3-4）であった。手術症例の術後在院日数は，合併症や
術後補助療法がなければ，Stage によらず 3 週間程度で，OS は
73.9 % , DFS は 80.4 %であった。生存率は BSC 群，姑息群，根
治群でそれぞれ 11.5% , 27.8% , 71.5% （p ＜ 0.01）であった。【結論】
高齢でも歴年齢によらず積極的治療は可能だが，可及的に治療前
の生活に戻り QOL を維持できるように，身体機能を評価し治療
強度を考慮することが重要である。
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2-B-4
超高齢者の口腔癌に対する手術適応についての検討

○金山 宏幸、白尾 浩太郎、烏山 貴利、藤原 彩也香、  
齊藤 佑太、鹿野 学、有家 巧
独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター　口腔外科

【緒言】高齢化が進み 90 歳以上の超高齢口腔癌患者を診療する
頻度が高まる中 , 手術適応の明確な指針や評価方法は定まってお
らず , また患者の全身状態には個人差があり患者背景も異なるた
め , 一概に年齢や PS で一括りにした治療方針の決定は望ましく
ない . 今回当科にて手術を施行した超高齢患者の２症例を基に患
者評価スケールや手術適応 , 術式の選択等について検討した .【症
例 1】93 歳 , 男性 下歯肉癌（cT4aN1M0, SCC）に対して気管切
開術 , 頸部郭清術 , 下顎区域切除術を施行した . 術後５週で軽快
退院となった . 現在術後 1 年で再発なく経過している .【症例 2】
93 歳 , 男性　下歯肉癌（T4aN1M0, SCC）に対して気管切開術 , 
頸部郭清術 , 下顎区域切除術 , 大胸筋皮弁による再建術を施行し
た . 術後２週間で経口摂取も可能となるも , 術後１カ月で重度の
下血を繰り返し ADL は著明に低下した . 術後４か月で療養型施
設へ転院となり翌月に逝去した .【考察と結語】いずれも術前の
PS, G8, IADL, RFS, CCI では有意な差は認めず , 本人の治療希望
が明確で , 家族のサポートも十分に見込まれたため手術を行っ
た . 術式は併存症や術後 QOL を考慮し病変の切除と欠損部位に
応じて有茎皮弁再建併施とした . 術後に退院可能な状態まで改善
を認めた事から手術適応や術式の判断は適切であったと思われ , 
合併症の程度で結果が左右されたと考えられた . 今後は症例を集
積し更なる検討を行う .

2-B-5
80歳以上の高齢者口腔扁平上皮癌患者に対する多剤併用
動注化学療法

○金子 哲治、北畠 健裕、菅野 千敬、遠藤 学、長谷川 博
福島県立医科大学　歯科口腔外科

【目的】2015 年 80 歳以上の高齢者が 1000 万人を突破した本邦
において、80 歳以上の口腔癌患者を治療する機会は増加すると
思われ、安全性と根治性を両立した治療が要求される。われわ
れは、80 歳以上の超高齢者に、ドセタキセル、シスプラチン、
ペプロマイシンの少量持続動注化学療法と 5FU の静注化学療法
の併用療法を行い、有効性と安全性について検討した。【方法】
2003 年 3 月から 2019 年 10 月の間に、根治的治療を目的に本療
法を行った 80 歳以上の口腔扁平上皮癌 38 例を対象とした。部
位は舌・口底 12 例、唇・頬 7 例、上顎歯肉 7 例、下顎歯肉 12
例。Stage 分 類 は I：1 例、II：15 例、III：8 例、IVA：13 例、
IVB：1 例であった。逆行性に留置した動注カテーテルからド
セタキセル 30-40mg、シスプラチン 30-40 mg、ペプロマイシン
10mg を動注で、5FU 2500 mg/body を静注で投与した。動注化
学療法後、手術は 35 例に行い、CR、good PR（腫瘍残存 10mm
未満）症例では縮小手術を行った。【成績】原発巣に対する効果
は CR39.5%、good PR21.0%、fair PR 率（腫瘍残存 10mm 以上）
39.5%であった。全存率は 3 年 72.4%、５年 67.8％であった。多
変量解析の結果、N ＋例と fair PR 例で有意に予後が悪かった。
Grade4 以上の重篤な副作用は認めなかった。【結論】本療法と縮
小手術を併用するとこで、高齢者でも安全で根治性の高い治療を
行えることが示唆された。

2-B-2
当科における超高齢口腔癌症例の臨床的検討

○高後 友之、山下 徹郎、細川 周一、山下 新之助、  
鳥居 ちさほ
恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

【緒言】日本が超高齢社会となり、90 歳を超える超高齢口腔癌患
者に対する治療機会も増えてきた．高齢癌患者治療では、患者ご
とに適した治療方針を判断していく必要がある．当科における超
高齢口腔癌患者について臨床的検討を行ったので、その概要を報
告する．【対象・方法】2014 年 01 月〜 2018 年 12 月までに当科
で診断、治療を行った 90 歳以上の口腔癌 20 例を対象とし、背景
因子、併存疾患、治療方法、生命予後等について臨床的検討を行
った．【結果】年齢は 90 〜 97 歳（中央値 91 歳）、男性 3 例、女
性 17 例であった．原発部位は、舌 3 例、上顎歯肉 4 例、下顎歯
肉 5 例、頬粘膜 5 例、口底 2 例、口蓋 1 例であった．組織性は
全例扁平上皮癌であった．病期は、Stage1-2 の早期癌が 9 例、
Stag3-4 の進行癌が 11 例であった．全例が合併基礎疾患を有し
ており、循環器疾患が 10 例と最も多かった．治療は、根治治療
としての手術療法が 7 例であった．その他、薬物療法 7 例、放射
線療法 1 例であった．BSC は 5 例であった．予後は、無病生存
5 例、担癌生存 1 例、現病死 12 例、他病死 2 例であった【結語】
超高齢口腔癌患者において、治療方針の検討には、暦年齢だけで
はなく、元の生活に戻り、かつ、治療効果が十分に得られるよう、
症例それぞれに十分な検討が必要である．

2-B-3
当科における高齢口腔癌患者の治療選択に関する検討

○濱田 裕嗣、伊勢 幸智子、藤本 康広、逢坂 竜太、  
水澤 伸仁、渡辺 大介
池上総合病院　歯科口腔外科

【緒言】高齢化社会を迎えた現在，高齢者の口腔癌患者は増加の
傾向にあり，治療方針の決定に難渋することが多い．今回われ
われは，当科における高齢者の口腔癌患者における手術適応，予
後について明らかにするため検討を行った．【対象・方法】対象
は 2009 年 4 月から 2015 年 3 月までの 5 年間に当科を受診した
初診時年齢が 75 歳以上の高齢者口腔癌患者 24 症例である．年
齢，性別，原発部位，病期，術式，基礎疾患の有無・種類につい
て検討した．また，治療態度を根治的治療群，手術回避群，Best 
Supportive Care（BSC）群の 3 群に大別し，生存期間，無病生
存期間，通院可能期間，術前，術後の Performance status（PS）
に関して，カルテ情報による後ろ向き観察研究を行った．【結果】
年齢は 75 〜 98 歳で，平均 82.7 歳．原発部位は，舌 8 例，下顎
歯肉 6 例，上顎歯肉 7 例，口底 2 例，口蓋 1 例であった．追跡し
えた中で，根治的治療群は 14 例，手術回避群は 3 例，BSC 群は
3 例であった．生存期間は，0 〜 162 ヶ月（中央値 13 ヶ月）であ
り，原病死は 8 例（42.1%）であった．1 年生存率 52.6%，2 年生
存率は 42.1%であった． 初診時，PS3 が 6 例，PS2 が 7 例，PS1
が 8 例，PS0 が 3 例であり，術後 1 年以内に PS の低下を認めた
のは 7 例であった．【結論】高齢者における治療方針には苦慮す
ることが多いが，可能な場合は根治手術を第一選択とするべきと
考えられた．しかし，術後に全身状態の悪化を生じる場合も散見
されるため手術によるリスクを十分に考慮し，治療方針を決定す
る必要があると考えられた．

一
般
演
題

（
口
演
）



156　第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology　157

2-B-6
高齢者における口腔癌治療の現状と問題点

○馬場 貴 1）、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

わが国では急速に高齢化が進行し、内閣府の令和元年度版高齢
社会白書によると 65 歳以上の高齢者人口は 3558 万人で総人口
に占める割合は 28.1％となっており、今後その割合はさらに進行
し、2065 年にはその割合が 38.4％に達して、国民の 2.6 人に 1 人
が 65 歳以上の者となる社会が到来すると推計されている。わが
国の死因の第 1 位が悪性新生物であることから、今後の高齢癌患
者の増加は容易に推測される。しかしながら、高齢者口腔癌治療
に対する指針は明確にされておらず、治療可否の判断は各診療科
の裁量に委ねられているのが現状である。 高齢がん患者に標準
治療を行う場合、合併症発生は高頻度となることが予想される。
高齢者では全身状態、精神状態、社会的状態の個人差が大きく、
暦年齢や従来の PS（performance status）のみでの治療方針決
定は困難となっている。特に口腔癌では、治療後 ADL の著しい
低下を来す場合もあり判断は困難を極める。今回我々は 2016 年
7 月の当科開設以来、2019 年 10 月 31 日までの 3 年 4 カ月に当院
で治療を行った口腔癌患者 252 例中、75 歳以上の後期高齢者の
口腔癌患者 84 例を対象とし、患者背景（意思決定能力、社会的
位置、生活歴、栄養状態、併存疾患、重複癌）、原発巣の部位、
病期、治療方法および入院期間、治療成績、治療後の ADL 等に
ついて検討し、文献的考察と共に報告する。

2-B-7
TNM分類第8版における深達度と臨床的深達度の相関性
の検討

○大野 啓介 1）、阿部 江美子 1）、山本 信治 1）、大金 覚 1,3）、
高野 伸夫 1,3）、片倉 朗 2,3）、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　東京　日本、
3）東京歯科大学口腔がんセンター　千葉　日本

【目的】TNM 分類第 8 版が発表され、口腔がんは、T 分類に深
達度 Depth Of Invasion（以下 DOI）という新たな概念が加わり
大幅に改定された。一方、DOI の問題点として病理組織学的な
深さでしか評価するこが出来ないことから、舌扁平上皮癌症例
の CT、MRI、US から cDOI を設定し、pDOI との相関性につい
て検討したので報告する。【方法】東京歯科大学水道橋病院で舌
扁平上皮癌と診断された 1 次症例 20 例を対象とし、CT、MRI、
US から臨床的 DOI を設定し計測を行った。病理組織学的 DOI
についてはホルマリン固定等による収縮の可能性があるため、
＋ 2 ミリまでは許容範囲として設定した。【結果】pDOI と cDOI
の一致率は、CT で 11%、MRI で 44%、US55%であった。また
pDOI と 2 ミリより大きく乖離していた症例で、cDOI が過大に
計測されたのは MRI で 22%、US で 17%、一方過小に計測され
たのは MRI、US 共に 16%であった。【考察】CT はアーチファ
クトの影響を強く受けることから評価困難例が多かった。一方、
MRI、US を利用することで DOI を描出することが可能であった
が、pDOI との一致率が 50%程度であった。cDOI の設定につい
ては画像所見だけでなく、触診や視診を含めた臨床情報から総合
的に判断し設定していく必要性があることが示唆された。

2-B-8
当科における舌扁平上皮癌症例の臨床統計的検討　  
〜DOIを中心に〜

○三島 優美子 1）、比地岡 浩志 2）、山城 康太 1）、  
松村 吉晃 1）、久米 健一 2）、後藤 雄一 2）、浜田 倫史 2）、  
杉浦 剛 1,2）

1） 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、

2） 鹿児島大学医学部歯学部附属病院　口腔顎顔面センター　口
腔外科

【緒言】2016 年に改訂された第 8 版 TNM 分類では T 分類におい
て原発巣における浸潤の深さ（DOI）に焦点を当てた分類となり，
より臨床的悪性度を重視したものとなっている。【目的】本研究
では，当科における舌扁平上皮癌症例を第 8 版 TNM 分類へと後
方視的に再分類し，予後に関する因子を明らかにすることを目的
とした。【対象】2014 年 9 月から 2019 年 8 月までの期間に，当
科において根治手術を行った舌扁平上皮癌一次症例 64 例を対象
とした。内訳は男性 41 名，女性 23 名（男女比約 2：1，年齢は
33 歳〜 100 歳（平均年齢：68.8 歳）であった。【方法】画像所見，
超音波検査（US）所見，およびカルテ上での臨床所見の記載よ
り新 cTNM 分類を決定し，病理組織標本にて新 pTNM 分類をそ
れぞれ決定した。術前の cDOI を MR，US ごとに比較検討し，
病理組織より測定した pDOI との相関を評価した。また，DOI
および病理学的所見と頸部転移，局所再発，後発転移リスクや予
後との関連を統計学的に評価した。【結果】MR による cDOI は
pDOI より平均 2.8mm 大きく（r=0.93），US では平均 0.9mm 大
きく（r=0.97），US の cDOI が pDOI に近似する結果となった。
また，頸部転移の有無で pDOI による ROC 解析を行ったところ，
カットオフ値は 4.3mm であった（p=0.002）。局所再発・頸部転
移のリスク因子についても検討したので併せて報告する。

2-B-9
共同研究委員会WG3（口腔癌DOIの画像評価）の進捗報
告

○小林 太一 1）、林 孝文 1）、田沼 順一 2）、小椋 一朗 3）、  
湯浅 賢治 4）、有地 淑子 5）、富岡 寛文 6）、小西 勝 7）

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）新潟大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野、
3）日本歯科大学　新潟生命歯学部　歯科放射線学講座、
4）福岡歯科大学　診断・全身管理学講座　画像診断学分野、
5）愛知学院大学　歯学部　歯科放射線学講座、
6）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、
7）広島大学病院 歯科放射線科

国際的に行われた口腔癌の TNM 分類の改定を受け、本邦でも口
腔癌取り扱い規約第 2 版において T 分類に腫瘍の表面的な広が
りに加えて深達度 depth of invasion（DOI）の概念が導入された。
DOI は病理組織学的に隣接する正常粘膜基底膜の仮想平面から
腫瘍の最深部までの距離と定義され、視診・触診では正確な評価
が行えず画像診断が必須となる。しかし一般に利用されている
CT や MRI では正常粘膜を特定困難のため、DOI 計測は不正確
となる可能性を有する。一方で口腔内超音波診断法は早期舌癌に
対する浸潤範囲の評価における有用性が期待されているが、DOI
の計測の正確性に関する検討は十分ではない。本研究は多施設
共同研究として、特に口腔癌の中で最も高頻度に認められる舌
癌を対象に、口腔内超音波診断法における DOI の計測の妥当性
を検証する。共同研究施設から病歴・口腔内超音波診断・病理組
織診断の提供を受け、口腔内超音波画像診断と病理組織診断とで
得られる DOI の比較検討を行う。統計学的解析としては Bland-
Altman 分析を含めて 2 群間の相関に関する検定を行う。本研究
は口腔腫瘍学会共同研究委員会 WG3［口腔癌深達度（DOI）の
画像評価］として進行中であり、当該時点での進捗状況について
報告する。
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2-B-12
口腔蛍光観察装置と画像解析ソフトを応用した客観的評
価

○阿部 江美子 1）、大野 啓介 1）、曽根 嘉人 1）、  
山本 信治 1）、加藤 宏 1）、吉田 秀児 1）、渡邊 章 1）、  
高野 正行 1）、片倉 朗 2）、柴原 孝彦 1）

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

【緒言】口腔粘膜疾患は、疾患の多彩さから肉眼だけで鑑別をす
ることが困難である場合が多い。近年、光学装置を利用した非
侵襲的な検査方法が注目されているが、客観的評価が難しく、ス
クリーニング検査として確立されていないのが現状である。そ
こで今回３種類の口腔蛍光観察装置（IllumiScan、ORALOOK、
OralID）から撮影した画像を、画像解析ソフトを応用すること
で客観的評価が可能かを検討したので報告する。【方法】東京歯
科大学水道橋病院を受診した患者のうち、病理組織学的に確定診
断がついた扁平上皮癌（SCC）15 例、上皮異形成（OED）10 例、
口腔扁平苔癬（OLP）10 例を対象とした。口腔蛍光観察装置を
病変に照射、記録した画像から解析ソフトを用い病変中心部と健
常部（病変部変化率）および病変と健常部の境界と健常部（境
界変化率）での差を算出し検討を行った。【結果】病変部変化率
で３群間に差は認められなかったが境界変化率において 3 群間
に有意差が認められた。IllumiScan では OLP と OED、OLP と
SCC に有意差（p ＜ 0.05）が、ORALOOK と OralID では OLP
と SCC に有意差（p ＜ 0.05）が認められた。【考察】蛍光観察装
置は画像解析ソフトを応用することで客観的評価が行うことがで
き、機種による診断の不一致を回避することが示唆された。また
使用した全ての装置において、OLP と SCC に有意差が認められ
たことから、境界変化率を利用することで粘膜疾患の診断が可能
になることが示唆された。

2-B-13
舌扁平上皮癌の舌骨傍領域再発例の臨床的検討

○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

【緒言】舌癌において原発巣切除と頸部郭清が施行され、原発巣
が制御されたにもかかわらず、頸部再発をきたし非制御となる
症例を時々経験する。特に舌骨傍領域に再発した場合は制御困
難となることが多い。今回われわれは当科における舌扁平上皮
癌の舌骨傍領域再発例について臨床的検討を行い報告する。【対
象】2006 年 1 月〜 2018 年 12 月までに当科で根治手術を施行し
た舌扁平上皮癌症例 310 例を対象とした。男性 191 例、女性 119
例、年齢は 18 歳〜 93 歳（中央値：66 歳）、病期（UICC8th）は
Stage1：116 例、Stage2：85 例、Stage3：64 例、Stage4：45 例
であった。対象症例の診療録を retrospective に調査し舌骨傍領
域再発例について検討した。【結果】全 310 例から原発巣再発例
を除いた中で 10 例（3.4％）に舌骨傍領域の再発を認めた。その
内訳は、T 分類は T2：3 例、T3：3 例、T4：4 例、頸部郭清時
の pN 分類は pN0：2 例、pN1：3 例、pN2：5 例、頸部郭清後の
舌骨傍領域への再発時期は 2 〜 11 か月であった。舌骨傍領域再
発例の予後については、救済手術と化学放射線療法が施行された
3 例、救済手術と放射線療法が施行された 1 例は無病生存であっ
たが、残りの 6 例は原病死した。【結論】舌癌の舌骨傍領域再発
例の予後は不良であった。一方で救済手術により制御可能な症例
もあると考えられた。

2-B-10
早期口腔癌における頸部後発転移予測因子としてのPET 
parameterの検討

○山川 延宏、大澤 政裕、中山 洋平、上田 順宏、  
柳生 貴裕、玉置 盛浩、桐田 忠昭
奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学講座

【緒言】初期の口腔癌においても、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がある。一般的に頸部後発転
移に影響を及ぼす因子として、脈管侵襲や腫瘍の分化度が挙げ
られるが、ほとんどの因子は術後に得られる因子であり、術前
から潜在的な頸部転移を予測することは困難である。そこで今
回、PET parameter が頸部後発転移の予測因子と成り得るか
検討を行った。【方法】2009 年から 2016 年までに当科を受診し
た口腔扁平上皮癌 StageI，II 症例（UICC 第 7 版）のうち、術
前に PET/CT 検査を施行し根治手術を施行した 71 例を対象と
した。各症例の背景因子（年齢、性別、病期）、病理組織学的
因子（組織分化度、浸潤様式（YK 分類）、脈管浸潤・神経周
囲 浸 潤 ）、PET parameter（metabolic tumor volume （MTV）, 
maximum standardized uptake value （SUVmax） and total 
lesion glycolysis （TLG））の検討を行った。【結果】対象症例の
頸部後発転移率は 21.8%であった。単変量解析にて病期、浸潤様
式、MTV、SUVmax、TLG 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。TLG と SUVmax、MTV は相関が
強かったため、PET parameter は SUVmax、MTV を説明変数
とした。その結果、MTV が独立因子として抽出された。【結論】
従来の予測因子に加え PET parameter は早期口腔癌において、
頸部後発転移を予測する因子となると考えられる。

2-B-11
口蓋悪性腫瘍における拡散MRI：ADC mapの有用性

○小椋 一朗 1）、田中 彰 2）、小根山 隆浩 3）、戸谷 収二 3）、  
岡田 康男 4）、山口 晃 3）

1）日本歯科大学　新潟生命歯学部　歯科放射線学講座、
2）日本歯科大学　新潟生命歯学部　口腔外科学講座、
3）日本歯科大学　新潟病院　口腔外科、
4）日本歯科大学　新潟生命歯学部　病理学講座

【目的】 拡散強調像（diffusion-weighted imaging: DWI）で拡散係
数を取り扱う場合には、純粋な拡散現象のみを表現していないた
め、見かけの拡散係数（apparent diffusion coefficient: ADC）と
呼ばれることがある。臨床的に拡散強調像を解釈する場合には、
T2 強調像の影響を受けているかの判断が困難な場合があるが、
ADC を画像化（ADC map）することにより、その判断が容易
である。また、定量的に評価が可能である利点も有する。そこで
本研究では、口蓋悪性腫瘍の ADC map の有用性について検討し
た。【方法】 2016 年 10 月から日本歯科大学新潟病院放射線科に
来院し、MRI 検査を施行した症例のうち、病理組織検査にて確
定診断を得た口蓋腫瘍 17 例を対象とした。これらにおける DWI
と ADC map について検討した。【結果】 悪性腫瘍の ADC（12 例：
1.00 × 10-3 mm2/s）は良性腫瘍（5 例：1.42 × 10-3 mm2/s）に比
べ有意に低値を示した（p = 0.006）。【結論】 口蓋悪性腫瘍の拡散
MRI において、ADC map は鑑別診断法の１つとして有用である
ことが示唆された。
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2-B-14
pT1/T2舌扁平上皮癌における浸潤様式分類と予後に関
する臨床病理学的検討

○辺見 卓男 1）、町田 智正 2）、北詰 栄里 2）、猪俣 徹 2）、  
荘司 洋文 2）、出雲 俊之 1）、柳下 寿郎 1）

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

口腔扁平上皮癌（SCC）の予後推定に用いられる病理組織学的因
子に浸潤様式分類がある。本邦では YK 分類をはじめ，腺癌の予
後指標として知られる INF や簇出がある。一方，AJCC 8 版では
WPOI-5 が新規収載された。本報告では pT1/T2 舌 SCC を対象
に，これら 4 つの浸潤様式分類の予後指標としての有用性を比較
検討した。
4 つの浸潤様式分類を 3 名の口腔病理専門医が独立して判定し
た。判定者間の一致率は WPOI-5，YK 分類，簇出，INF の順に
高かった。YK-4C，INF c，簇出 5 個以上，WPOI-5 陽性と判定
された各群では，その他の判定群と比べ高率に頸部リンパ節転移
を生じ，生存率の低下を示し，これら 4 つの判定は予後不良リス
クを高める因子と考えられた。YK-4C 群，INF c 群，簇出 5 個以
上群，WPOI-5 陽性群の 4 群間では頸部リンパ節転移率，生存率
に統計学的有意差はなく，YK 分類，INF，簇出，WPOI-5 の予
後指標としての有用性はほぼ同等であると考えられた。同一症例
に 4 つの浸潤様式分類を併用すると YK-4C，INF c，簇出 5 個以
上，WPOI-5 陽性の判定が重複する場合が大部分であった。また
4 つの浸潤様式分類のなかで YK 分類，INF，簇出の間には一定
の相関関係が認められ，これら 3 つの浸潤様式分類と WPOI-5 は
独立していることが示唆された。以上より，pT1/T2 舌 SCC の
予後推定では浸潤様式分類は複数を併用することが望ましく，実
際には WPOI-5 と他の 3 つの浸潤様式分類のうちいずれかを組み
合わせる方法が有効と考えられた。

2-B-15
舌扁平上皮癌T1, T2症例における新旧T分類別のリンパ
節転移について

○足利 雄一、山田 珠希、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

【緒言】2017 年に UICC の TNM 分類が改訂され、T 分類では
DOI の概念が導入された。今回舌扁平上皮癌 T1, T2 症例におい
て新旧 TNM 分類でリンパ節転移の出現がどのように変化するか
を検討した。【対象・方法】2008 年から 2017 年までの舌扁平上
皮癌 T1, T2 症例 79 例を対象とし、retrospective に検討した。

【結果】年齢は 19 歳から 86 歳（中央値 62 歳）、男性 50 例、女性
29 例であった。旧 T 分類では T1：44 例、T2：35 例、新 T 分類
では T1：34 例、T2：34 例、T3：11 例であった。初診時臨床的
N+ 症例は 7 例で、旧 T 分類別では T1：1 例、T2：6 例であった。
新 T 分類では旧 T2 の 6 例中 5 例が新 T3 に分類され、このうち
4 例が pN+ であった。初診時臨床的 N0 症例 72 例中、予防郭清
を行ったのは 6 例で全例旧 T2 症例であった。6 例中 5 例が新 T3
に分類され、このうち 4 例が pN+ であった。予防郭清を行わな
かったのは 66 例で旧 T 分類別では T1：43 例、T2：23 例、新 T
分類別では T1：33 例、T2：32 例、T3：1 例であった。このう
ち後発転移が見られたのは旧 T 分類別では T1：7 例、T2：8 例で、
新 T 分類別では T1：3 例、T2：11 例、T3：1 例であった。全例
の病理組織学的転移陽性率では旧 T 分類別では T1：7/44（15.9%）
例、T2：17/35（48.6%）例で、新 T 分類別では T1：3/33（9.1%）
例、T2：12/32（37.5%）例、T3：9/11（81.8%）例となり、DOI
を導入することでリンパ節転移の出現率に差が出ることがより明
確になった。

2-B-16
当科の舌部分切除後の経過観察の後ろ向き検討

○炭野 淳 1）、八木原 一博 1）、石井 純一 1）、桂野 美貴 1）、  
柴田 真里 1）、金 裕純 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歯科口腔外科、
2）埼玉県立がんセンター病理診断科

【目的】原発巣切除後の再発巣に対する早期発見は何より重要で
ある。しかし、口腔癌診療ガイドラインでは「口腔癌一次治療後
の患者に対して、どれぐらいの間隔で診察すれば再発などが的確
に把握できるか論じた報告はほとんどない」と記載されているよ
うに、標準化されていない。今回われわれは、原発巣切除後に再
発した症例について、再発時の発見の契機を後ろ向きに検討し
た。【対象、方法、結果】対象は 2009 年から 2016 年までに当科
で舌部分切除術を施行した舌扁平上皮癌 124 例である。内訳は男
性 75 例、女性 49 例、年齢は 23 歳〜 103 歳（中央値 61.5 歳）、T
分類は T1: 71 例、T2: 51 例、T3:2 例であった。原発巣再発の発
見の契機を『視診、触診』、『CT』、『自覚』の 3 つに分類した。
原発巣再発は 6 例であった。発見の契機は、視診・触診が 5 例、
自覚が 1 例であり、CT による発見はなかった。【結論】舌部分
切除後の原発巣再発の発見の契機では視診・触診が重要であるこ
とが再認識された。口腔癌一次治療後の原発巣の経過観察の標準
化には、今後、多施設で舌部分切除以外の症例も検討することが
必要である。

2-B-17
舌部分切除後の創面に対しポリグルコール酸シートを貼
付した症例における鎮痛剤別にみた術後出血の検討　

○名生 邦彦、鈴木 政美、星 裕太
群馬県立がんセンター　頭頸科

【背景・目的】舌部分切除を施行した創面に対しポリグルコール
酸（PGA）シートを貼付した症例の中には、術後に出血を生じ
ることがある。頭頸部領域の手術後の疼痛管理にはロキソプロフ
ェンが使用されているが、シクロオキシゲナーゼ（COX）を阻
害することで血小板凝集作用を同時に抑制し出血の要因となる可
能性が指摘されている。一方、アセトアミノフェンは COX 阻害
作用が極めて弱く出血のリスクは低いと考えられる。今回われわ
れは、疼痛管理をこれら鎮痛剤別に比較し、術後出血の頻度に
ついて検討した。【対象・方法】2010 年 1 月〜 2019 月 8 月まで
に舌癌の診断のもと舌部分切除術、PGA シート貼付した 57 例を
対象症例とした。鎮痛薬別、性別、年齢、T stage、経鼻胃管に
よる栄養管理の有無を臨床的因子として術後出血との関連性につ
いて統計学的に検討した。【結果】57 例中、術後出血を認めた症
例は 8 例（14.0％）であった。アセトアミノフェンを使用した 19
例全てにおいて術後出血は認められず、ロキソプロフェンを使用
した症例と比較して術後出血の危険性が統計学的に有意に低かっ
た（P=0.016）。【結論】舌部分切除後の創面に PGA シートを貼
付した症例の術後疼痛管理において、アセトアミノフェンは術後
出血を減らす可能性があると考えられる。
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2-B-20
口腔扁平上皮癌細胞の悪性化を制御する転写因子の同定

○榊谷 振太郎 1）、井上 カタジナ アンナ 2）、黒嶋 雄志 1）、  
富岡 寛文 1）、坂本 啓 3）、池田 通 3）、原田 浩之 1）、  
渡部 徹郎 2）

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　硬組織病態生
化学分野、

3）東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野

口腔扁平上皮癌細胞は、上皮間葉移行（EMT）を起こすことで
悪性度の高い浸潤性の間葉系細胞へと分化転換し、遠隔臓器へ
と転移する。この EMT はがん微小環境において豊富に存在す
る TGF-βなどの液性因子により誘導されることが報告されてい
る。以上から、TGF-βによる EMT の分子機序を解明し、EMT
を選択的に抑制できれば大きな治療効果が見込まれるが、EMT
を誘導する分子機構にはまだ未解明な部分が多い。我々はこれ
までの研究で口腔がん細胞において TGF-βにより発現が上昇す
る EMT 誘導実行因子を探索し、頭頸部がん予後不良因子である
転写因子を同定した。その機能を解析するために、発現を上昇さ
せた口腔がん細胞を樹立し、EMT 関連因子の発現を定量的 RT-
PCR ならびに細胞免疫染色により検討したところ、Vimentin な
どの間葉系細胞マーカーの発現が上昇していることが示された。
また、chamber migration assay を施行したところ、その転写因
子の発現の上昇により運動能が亢進することが明らかとなった。
さらに、CRISPR-Cas9 システムによってその転写因子をコード
する遺伝子をノックアウトした口腔がん細胞を樹立して同様の解
析を行ったところ、転写因子の発現低下により運動能が抑制され
ることが示された。本研究成果によって、同定した転写因子が
口腔扁平上皮癌細胞において EMT を誘導することが明らかとな
り、口腔がんの新たな治療標的となる可能性が開かれた。

2-B-21
口腔扁平上皮癌の浸潤予見因子の検討
3，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）は口腔がんのうちで最も多数を占めて
いる．歯肉や舌や口底に発生する OSCC は解剖学的な位置関係
により顎骨への直接浸潤を伴うことが多い．顎骨浸潤の有無およ
び様態については術前の CT 画像や MRI から推測できても，正
確な顎骨浸潤の様態や深達度を把握するには切除標本の病理組織
診断が必要となる．術前の画像診断と最終病理組織診断の結果と
は異なることがあり，過大および過小切除の原因となるため，
OSCC の浸潤様態を予測するサージカルマーカーが求められてい
る．今回われわれは，がんの骨浸潤様態を分類した上で，免疫組
織分析と比較検討したので報告する．
2003 年 1 月から 2017 年 12 月までの 15 年間に当科において手術
が行われた下顎歯肉癌，舌癌，口底癌の一次症例患者のうち，術
前の画像検査にて骨との接触を認めた 45 名を対象として以下の
項目について調査した．（1）年齢および性別，（2）発生部位，（3）
TNM 分類（UICC，8th），（4）Y-K 分類，（5）病理組織所見，（6）
免 疫 組 織 染 色 所 見（MMP-2，MMP-9，RANKL，OPG，MCP-
1，IL-6，E-cadherin，N-cadherin，a-SMA，TGF-β），（7）予後．
OSCC の骨浸潤様態は以下の通りに分類した．（A）骨膜外に留
まっている状態，（B）骨膜に沿って骨周囲へ進展する状態，（C）
骨内部へ圧迫型の骨破壊を伴って侵襲する状態，（D）骨内部へ
浸潤型の骨破壊を伴って侵襲する状態．
各調査項目と免疫組織分析の関連を調査したところ，a-SMA の
発現が OSCC の骨浸潤様態の分類と相関する傾向を示した．

2-B-18
口腔癌におけるCD14の発現に関する臨床病理学的検討

○梶川 ひとみ 1,2）、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）大阪大学大学院　医学系研究科　臨床腫瘍免疫学講座

【緒言】近年、様々な癌種において予後予測因子として炎症関連
マーカーの有用性が示唆されている。我々は炎症関連因子である
単球と骨髄由来免疫抑制細胞（Myeloid-derived suppressor cells: 
MDSC）に着目した。単球はマクロファージや樹状細胞へと成熟
し、炎症だけでなく腫瘍の進展にも関与する。MDSC は末梢リ
ンパ組織、腫瘍、炎症局所などで増加する未成熟な骨髄系前駆細
胞であり、骨髄系である M-MDSC は多量の免疫抑制性サイトカ
インを放出するだけでなく、制御性 T 細胞や腫瘍随伴マクロフ
ァージとの関連性が報告されている。今回単球および M-MDSC
と臨床病理学的因子との関係性について検討した。

【方 法 】2018 年 か ら 1 年 間 で 口 腔 癌 に 対 し 治 療 を 行 っ た 16
名 を 対 象 と し、 治 療 前 末 梢 血 を 用 い て FACS に よ り 骨 髄
系 細 胞 の 解 析 を 行 っ た。 な お 単 球 は CD14+、M-MDSC は
CD14+CD11b+CD33+HLA-DR-/low でゲーティングした。

【結果】T 分類ならびに Stage の進行に従い、骨髄系細胞中
の CD14+ 細胞の割合は有意に減少した（p ＜ 0.05）。さらに
CD14+CD11b+ 細胞は、骨髄系細胞内でより明確な減少を認め
た（p ＜ 0.01）。一方で CD14+CD11b+ 骨髄系細胞中の M-MDSC
の発現は有意に上昇した（p ＜ 0.05）。最後に CD14+ 骨髄系細胞
における M-MDSC と単球の発現量との間に相反関係を認めた

（r=0.291, p=0.0311）。
【結論】口腔癌患者において、治療前末梢血中の CD14+ 細胞であ
る単球ならびに M-MDSC の腫瘍進展への関与が示唆された。

2-B-19
4NQO発癌モデルを用いた舌癌発生過程における血管の
解析

○白銀 陽一朗 1）、宇佐美 悠 1）、廣瀬 勝俊 1）、佐藤 淳 1）、  
池邉 一典 2）、豊澤 悟 1）

1）大阪大学　歯学部　歯学研究科　口腔病理学教室、
2）大阪大学　歯学部　歯学研究科　第二補綴学教室

【目的】口腔扁平上皮癌は、前癌病変である異形成を経て、上皮
内癌、浸潤癌へと進展する。これまで様々な癌において、腫瘍の
低酸素により血管新生が起こることが報告されているが、前癌病
変や上皮内癌における血管の異常に関しては不明な点が多い。そ
こで、本研究ではマウス化学発癌モデルを用いて舌扁平上皮異形
成から浸潤性舌癌に至る血管の変化を明らかにすることを目的
とする。【方法と結果】喫煙に類似した発癌機序を起こすと報告
されている発癌物質 4-Nitroquinoline-1-oxide（4NQO）を用いた
4NQO 発癌モデルを採用し、野生型マウスに対しヒト口腔癌に類
似した過形成、異形成、上皮内癌および浸潤扁平上皮癌を形成、
解析した。各病変における血管密度を測定したところ、病変の進
展に依存して血管密度が増加することが確認された。さらに免疫
組織化学的・組織学的解析を行ったところ、病変の進展に伴い血
管の走行が変化し、異形成より血管内皮細胞の欠落した血管が出
現し浸潤癌より、血管構造をなさない内皮細胞様細胞が癌間質に
出現していた。【結語】マウス化学発癌モデルにおける、上皮過
形成から浸潤癌に至る病変において、異形成の段階より血管異常
が生じている事が明らかとなった。
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2-B-22
マウス舌癌モデルにおける免疫賦活化因子発現型第三世
代がん治療用HSV-1の有効性と安全性

○内橋 俊大 1）、須河内 昭成 1）、栗岡 恭子 3）、笠原 駿 1）、  
児玉 晨吾 1）、中原 寛和 4）、古郷 幹彦 1）、藤堂 具紀 2）

1）大阪大学　歯学部附属病院　第一口腔外科、
2） 東京大学医科学研究所　先端医療研究センター　先端がん治

療分野、
3）済生会松坂総合病院　歯科口腔外科、
4）大阪市立大学附属病院　歯科口腔外科

口腔癌治療の標準治療は手術療法を主体とし、放射線・化学療法
と合わせた集学的治療が行われているが、再発進行症例や、高
齢・超高齢患者に対してはこれらの治療を用いることができない
場合もしばしばである。第三世代のがん治療用 HSV-1 として世
界で初めて開発された G47 Δは遺伝子組み換えシステム（T-BAC 
system）により任意の遺伝子を導入し、遺伝子発現型ウイルスの
作成が可能である。今回我々は、免疫賦活化因子である soluble 
B7-1 ならびに IL-12 を発現させたウイルス（T-B7-1, T-mfIL12）
を作成し、担癌マウスにおける抗腫瘍効果を検討した。また、
HSV-1 感受性が強い A/J マウスを用いて野生型 HSV-1 である
strainF と比較し、マウス舌への投与における安全性を検討した。
In vitro においては T-01（コントロールウイルス）および各ウイ
ルスは同等の殺細胞効果を示したが、免疫能を有するマウス皮下
腫瘍・舌腫瘍モデルにおいては、T-B7-1、T-mfIL12 が有意に高
い腫瘍抑制効果を示した。また、A/J マウス舌に strainF を 1 ×
106 pfu 投与したところ、全てのマウスが約 2 週間で死亡したの
に対して、T-01、T-B7-1、T-mfIL12 は 1 × 107 pfu を投与しても
体重減少することなく生存し続け、体動の変化や毛並みの変化も
認めなかった。免疫賦活化因子発現型第三世代がん治療用 HSV-1
は非常に強力かつ安全な口腔癌治療薬となり得ることが示された。

2-C-1
当科における口腔癌104例に対する逆行性超選択的動注
化学放射線療法の臨床的検討

○丹下 和久、堀部 宏茂、脇田 壮
春日井市民病院　歯科口腔外科

【緒言】当科では 2006 年より口腔癌に対して逆行性超選択的動注
化学放射線療法を開始した。当科では一般的な口腔癌に対する超
選択的動注療法で実施されている、外頸動脈の分枝である顎動
脈、顔面動脈、舌動脈にカテーテルを選択的に留置するだけでな
く、各動脈内で癌の血流に無関係の分枝に血管塞栓術を行うこと
により、癌組織のみに抗癌剤をピンポイントに投与するために血
流改変術を併用した。今回われわれはこの治療法に対する臨床的
検討を行ったので、その概要を報告する。

【対象】対象は 2006 年から 2018 年までに当科で逆行性超選択的
動注化学放射線療法を用いた口腔癌患者 104 例である。年齢は
35 〜 93 歳、平均 67.6 歳、中央値 69 歳、性別は男性 58 名、女性
46 名であった。部位別では舌 39 例、上顎歯肉 27 例、下顎歯肉
21 例、頬粘膜 12 例、口底 5 例であった。

【結果】Kaplan-Meier 法による累積 5 年生存率は、全生存率は
78.1％であった。部位別では上顎歯肉 84.9％、頬粘膜 83.9％、下
顎歯肉 83.2％、舌 76.4％、口底 64.3％であった。また動注化学放
射線療法後に、原発腫瘍や頸部リンパ節転移の残存もしくは再発
のため、外科的手術を実施した症例は原発部位では 10 例、頸部
郭清も 10 例のみであった。

【結論】当科の逆行性超選択的動注化学放射線療法は、外科的手
術が回避できる可能性が高く生存率も良好であり、口腔癌に対し
て大変有用な治療法であると考えられた。

2-C-2
進行口腔癌に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法
とハイパーサーミアの併用療法

○小泉 敏之、野里 朋代、飯田 昌樹、南山 周平、  
林 雄一郎、中鍛治 里奈、大澤 昂平、小栗 千里、  
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

【緒言】われわれは進行口腔癌に対し、逆行性超選択的動注化学
放射線療法（以下、動注 CRT）を行い原発腫瘍の手術回避を図
っているが、頸部リンパ節転移の制御が困難な場合がある。そ
のため、頸部進行症例に対しては動注 CRT と頸部へのハイパー
サーミア（以下、HT）の併用療法を行っている。頸部リンパ節
転移を有する進行口腔癌に対し、動注 CRT と頸部への HT の併
用療法を行い治療効果の検討を行った。【対象・方法】2007 年 9
月から 2015 年 4 月までに原発腫瘍の切除回避を目的として動注
CRT と頸部への HT を併用した進行口腔癌 26 例を対象とした。
動注カテーテルを浅側頭動脈および後頭動脈から原発腫瘍の栄養
動脈に留置し、動注 CRT（DOC：50 〜 70mg/m2、CDDP：125
〜 175mg/m2、RT50~70Gy）と転移リンパ節に対して HT を 1~2
回 /week、計 3~8 回行った。原発および転移リンパ節に対する
治療効果、局所・領域制御率（LRC）および全生存率（OS）を
算出した。【結果】原発腫瘍はすべて CR で頸部郭清術のみを行
った。転移リンパ節の病理学的効果は pCR：65.4％であった。26
例中 21 例が生存、5 例が死亡した。5 年 LRC は 95.6%、5 年 OS
は 80.2%であった。【考察】動注 CRT と HT を併用することによ
り頸部リンパ節転移に対する高い治療効果、さらに予後の改善が
期待できると考えられた。

2-C-3
口腔癌に対する高用量・短期シスプラチン動注化学療法
の有用性

○大前 政利 1）、加藤 逸郎 2）、藤田 祐生 3）、高岡 洋生 4）、  
飯井 孝年 2）、元木 彩子 1）、中澤 光博 2）、鵜澤 成一 1）

1）りんくう総合医療センター　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（第二

口腔外科教室）、
3）市立豊中病院　歯科口腔外科、
4）立東大阪医療センター　歯科口腔外科

【緒言】動注化学放射線療法は非常に有用であるが、長期入院、
放射線障害、救済治療困難となる可能性があるなどの問題もあ
る。我々は放射線治療を併用しない高用量・短期シスプラチン動
注化学療法（HDSD-CDDPiaCT）を行い、この問題の解決を図
っている。

【目的】HDSD-CDDPiaCT の有用性を検証
【対象・方法】2009-2017 年に一次治療として HDSD-CDDPiaCT
を 施 行 し た 口 腔 扁 平 上 皮 癌 症 例 35 例（31-83 歳、 男 / 女 ＝
15/20、II 期（19）III 期（13）IV 期（3））。腫瘍範囲を充分に潅流
できる栄養血管（１ - ４本）に超選択的動注カテーテル・リザー
バーを皮下留置した。チオ硫酸ナトリウム静注併用下、シスプラ
チン（30mg/m2）を２回 / 週×３週（計６回）動注施行した。
症例に応じ、ドセタキセル（10mg/m2）を併用し、カテーテル
３本以上の場合、動注は 9-12 回行った。

【結果】奏功率 100％（CR 35 例、PR 1 例）、局所制御率は（2 年）
93.1％・（5 年）94.4％、PR や後発リンパ節転移では救済手術を
施行した。３例で原病死、１例が他病死し、現在 35 例中 31 例

（88.6％）が非担癌生存している。機能障害はほぼ無く、一過性
に Grade3 以下の口腔粘膜・皮膚炎、G2 以下の消化管障害、血
液毒性、灌流領域の知覚障害、灌流領域の皮膚炎・着色が一部に
生じた。

【結論】放射線治療を併用しない HDSD-CDDPiaCT は、奏功率
を維持しつつ後遺障害は少ない有用な方法である。
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2-C-6
Nivolumabを投与した再発・転移口腔がん17例の検討

○新山 宗 1）、林 信 1）、馬場 貴 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 】2017 年 3 月 免 疫 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 阻 害 薬 で あ る
nivolumab がシスプラチン抵抗性再発・転移頭頸部癌に保険承認
され，治療選択肢は拡大した．今回当科で nivolumab を投与し
た再発・転移口腔がん症例について検討を行ったので報告する．

【方法】2016 年 7 月から 2019 年 10 月の間に当科を初診した口腔
がん患者 252 例のうち nivolumab 投与を行った 17 例を対象とし
た．【成績】中央値年齢は 66 歳（54-93 歳）であった．原発部位
は上顎歯肉 4 例，下顎歯肉 4 例，口底 4 例，舌 4 例，口蓋 1 例，
組織型は扁平上皮癌 15 例，悪性黒色腫 1 例，腺様嚢胞癌 1 例で
あった．Nivolumab 投与時の標的病変数中央値は 2 個（1-7 個），
投与回数中央値は 6 回（1-17 回）であった．ir RESIST による
治療効果は CR1 例，PR1 例，SD2 例，PD12 例であった（1 例は
投与直後のため評価未）．irAE に関しては 1 例で Grade3 の皮膚
炎，1 例で Grade3 の口腔粘膜炎，1 例で Grade3 の甲状腺機能低
下，1 例に薬剤性肺炎を認めた．Nivolumab 投与後の全生存率は
35.3%，生存期間中央値は 199 日（29-777 日）であった．【結論】
Nivolumab 投与をした 17 例について検討したので発表する．

2-C-7
予後が不良であった口腔扁平上皮癌手術症例の臨床的検
討

○唐木田 一成、田村 優志、中西 康大、高橋 美穂、  
坂本 春生
東海大学　医学部　付属八王子病院

【はじめに】口腔癌治療において予後不良症例はしばしば遭遇す
る。特に手術を行った予後不良症例については、問題点や改善点
を検討し予後を向上させる努力が必要である。そこでこれまでに
手術を行った口腔癌症例について 5 年生存が得られなかった予
後不良症例について検討を行った。【対象および検討方法】対象
は 2004 〜 2018 年の 15 年間に当科で手術を行った口腔扁平上皮
癌一次症例 266 例のうち 5 年生存が得られなかった予後不良症例
32 例である。検討項目は原発部位、TN 分類、臨床病期に分類し、
それぞれの治療法と生存期間、死亡理由について検討した。【結果】
32 例の年齢は 40 〜 93 歳（平均 69 歳）であった。生存期間　4
〜 59 か月（平均 23 か月）であった。原発巣は舌 13 例、上顎歯
肉 7 例、下顎歯肉 6 例、口底 2 例、頬粘膜 2 例、下顎骨中心性 2
例であった。TN 分類は T1 6 例、T2 11 例、T3 7 例、T4a 4 例、
T4b 4 例、N0 17 例、N1 6 例、N2b 6 例、N2c 2 例、N3b 1 例で
臨床病期は Stage １ 4 例、２ 8 例、３ 6 例、４ A9 例、４ B5 例
であった。治療法は手術療法単独が 4 例、放射線治療のみ追加し
たのは 3 例、抗癌剤のみ追加したのは 5 例、放射線治療と抗癌化
学療法は 12 例。放射線治療、抗癌化学療法および分子標的薬 8
例が行われていた。死亡理由は腫瘍関連死が 25 例、それ以外は
7 例であった。【まとめ】予後不良の一番の理由は腫瘍関連死で
あり、治療は NCCN のガイドラインを遵守しているが、さらな
る戦略的な治療の必要性を痛感した。

2-C-4
切除不能，再発・転移口腔癌に対する化学放射線療法を
用いた治療に関する臨床的検討

○花城 佳志、石戸 克尚、冨原 圭、今上 修一、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】化学放射線療法は，切除不能，再発・転移口腔癌におけ
る治療選択肢の一つであり，近年では抗癌剤との併用に加え，分
子標的薬であるセツキシマブとの併用も行われている．今回，当
科において切除不能，再発・転移口腔癌に対して化学放射線療法
を使用した 13 例に関して，臨床的に検討したので報告する．【対
象・方法】2014 年 1 月から 2018 年 12 月までの 5 年間において
当科で加療した，切除不能，再発・転移口腔癌の症例のうち，化
学放射線療法を行った 13 例に関して検討を行った．年齢は 63 〜
93 歳で平均年齢が 73.9 歳であった．原発部位は舌 4 例，舌口底
2 例，下顎歯肉 3 例，上顎歯肉 4 例であり，診断の内訳は，切除
不能 6 例，原発巣再発 5 例，頸部再発 2 例であった．化学療法の
併用は，セツキシマブ 7 例，シスプラチン 6 例であった．組織型
は，全例が扁平上皮癌であった．【結果】治療効果判定は，CR 6 例，
SD3 例，PD4 例であった．CR となった 6 例のうち 4 例はセツキ
シマブとの併用，2 例でシスプラチンとの併用であり，CR まで
の期間は平均 3.5 か月であった．SD の 1 例は，その後ニボルマ
ブを使用し CR となった．【結論】化学放射線療法は，切除不能，
再発・転移口腔癌において有効な治療法の一つであることが示唆
された．特に，セツキシマブを使用した場合は，優れた生存期間
の延長効果が示された．

2-C-5
根治照射を目的にカスタマイズした補助装置を用いてモ
ールド照射を行った口腔扁平上皮癌症例の検討

○長島 優太、野口 忠秀、今野 悠、杉浦 康史、  
土肥 昭博、岡田 成生、神部 芳則、森 良之
自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座

【緒言】口腔癌の治療は、年齢や合併疾患、腫瘍の発生部位等の
条件によっては手術療法が選択できないことがある。その際は放
射線治療を選択することがあるが、外照射では広範囲に有害事象
が出現することで QOL の低下が懸念される。当科では補助装置
を利用した高線量密封小線源治療（モールド照射）を行っており、
その治療法は限局した照射範囲で短期間に治療が完遂できる大き
な利点がある。今回われわれは、根治照射を目的にカスタマイズ
した補助装置を用いてモールド照射を行った口腔扁平上皮癌症例
について検討したので報告する。【対象と方法】対象は口腔扁平
上皮癌と診断した男性 6 例、女性 2 例の計 8 例。年齢は 64 歳か
ら 94 歳で、部位は頬粘膜が 3 例、歯肉が 2 例、下唇、口底、軟
口蓋がそれぞれ 1 例であった。初発例が 5 例、一次治療での外照
射後の再発例が 3 例であった。治療方法は、全例カスタマイズし
た補助装置を用いてモールド照射単独で行い、照射期間は全例 5
日間、照射線量は、総線量 45Gy から 50Gy であった。【結果】治
療判定は、8 例のうち 7 例が CR であった。1 例は下唇の残存腫
瘍に対し、ニードル穿刺による追加照射にて CR となった。いず
れも再発転移なく経過良好である。【結語】本治療法は、年齢や
合併疾患等により手術療法を選択できない場合、表在がんである
ことと、腫瘍部位が線源を十分に到達できる解剖学的な位置にあ
る症例に対し選択し得る有用な治療法の 1 つであると考える。
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2-C-8
上顎歯肉癌予後不良例からの手術法の検討　−咀嚼筋隙、
傍咽頭隙の合併切除について−

○野口 忠秀 1）、土肥 昭博 1）、杉浦 康史 1）、長島 優太 1）、  
作山 葵 1）、岡田 成生 1）、山田 学 1,2）、早坂 純一 1,3）、  
土屋 欣之 1,4）、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　口腔外科、
3）芳賀赤十字病院　歯科口腔外科、
4）栃木県立がんセンター　歯科口腔外科

上顎歯肉癌は、上方では鼻腔や上顎洞、後方では翼口蓋窩や咀嚼
筋隙へ容易に進展する。特に深部での切除断端の腫瘍細胞陽性率
が高いと報告されている。また上顎歯肉癌は、咀嚼筋隙や傍咽頭
隙、後咽頭隙に沿ったリンパ流の存在があり、腫瘍の進展やリン
パ節転移の状況に応じた術式の工夫が必要である。今回われわれ
は、上顎歯肉癌の予後不良例について、特に咀嚼筋隙、傍咽頭隙
への再発例を解析し、手術術式の検討を行なった。2014 年 1 月
から 2018 年 12 月の 5 年間に行った上顎歯肉癌手術症例は計 31
例で、そのうち予後不良例は 6 例であった。内訳は、局所再発が
３例、頸部転移再発が２例、遠隔転移が 1 例であった。局所再発
３例は、いずれも咀嚼筋隙あるいは傍咽頭隙の再発例で、いずれ
も T ４、切除断端陰性であった。そのうち初回手術で頸部郭清
術を行った 2 例について検討したところ、いずれも頸部リンパ節

（level2 領域）転移（＋）、節外浸潤（＋）であった。これらの症
例をもとに、上顎歯肉癌局所進展例、頸部リンパ節転移（特に
level2 領域）症例に対し、腫瘍の進展状況とリンパ流を考慮して
原発巣を咀嚼筋隙と傍咽頭隙を含めて頸部郭清組織と連続性を保
った手術術式について検討したので報告する。

2-C-9
10個以上の頸部リンパ節転移を認めた口腔扁平上皮癌の
検討

○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】口腔癌の予後因子として頸部リンパ節転移の制御は重要
である。今回，われわれは複数個の頸部リンパ節転移を認めるな
かでも，10 個以上と多数の頸部リンパ節転移を認めた口腔扁平
上皮癌について検討したので報告する。【対象】対象は 2006 年か
ら 2019 年に当科で手術を施行した口腔扁平上皮癌一次症例 629
例である。そのうち頸部郭清は 359 例に施行され，pN（＋）は
163 例であった。pN（＋）163 例のうち 8 例（4.9%）に片側 10
個以上の頸部リンパ節転移を認めた。【結果】8 例の内訳は男性
6 例，女性 2 例であった。年齢は 48 歳〜 82 歳で，平均は 72.1 歳
であった。部位は舌と上顎歯肉と下顎歯肉が 2 例，口底と頬粘膜
が 1 例であった。初回治療時の Stage は I が 1 例，II が 1 例，IV
が 6 例であった。郭清時期は初回郭清が 6 例，後発郭清が 2 例で
あり，転移様相は最遠位転移 Level は II が 1 例，III が 4 例，IV
が 2 例，V が 1 例であった。8 例中 7 例に節外浸潤を認めた。術
後治療は化学放射線療法が 4 例，放射線療法が 1 例であった。最
終的に 3 例は頸部制御可能であった。頸部制御可能であった 3 例
のうち 2 例に術後化学放射線療法が施行されていた。予後として
は原病死が 5 例，無病生存が 2 例，遠隔転移担癌生存が 1 例であ
った。詳細な検討を加え学会にて発表する。

2-C-10
当科における上顎洞扁平上皮癌症例の臨床病理学的検討

○平井 秀明、横川 美咲、大迫 利光、釘本 琢磨、  
黒嶋 雄志、望月 裕美、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

【目的】上顎洞癌は初診時 T3 以上の進行癌が多くを占め，原発
巣制御が予後に大きく関連する。今回，上顎洞扁平上皮癌の臨床
病理学的検討を行ったので報告する。

【対象】2002 年から 2018 年までの 17 年間に加療した上顎洞扁平
上皮癌 14 例を対象とした。

【結果】対象は男性 12 例，女性 2 例で，年齢は 54 〜 78 歳，平均
64.0 歳であった。T 分類は，T3：8 例，T4a：6 例，N 分類は，
N0：11 例，N1：1 例，N2b：2 例であった。全例 M0 症例であ
り，stageIII:6 例，stageIVA:8 例であった。原発巣の初回治療法
は，動注化学放射線療法＋手術：13 例，化学放射線療法（S-1 単
独）＋手術：1 例であった。動注に用いた薬剤は 2009 年までは
CBDCA を使用しており、2009 年以降は CDDP を主に使用して
いる。本検討では CBDCA8 例，CDDP5 例であった。組織学的
治療効果判定は，Grade1a：3 例，Grade1b：2 例，Grade2：4 例，
Grade3：5 例であった。頸部リンパ節後発転移は 4 例に認めた。
原発巣再発は 2 例，肺転移は 1 例に認めた。転帰は，無病生存 7
例，原病死 4 例（原発巣死 1 例，頸部死 2 例，肺転移死 1 例），
他因死 3 例であった。原病死 4 例中 3 例は組織学的治療効果判定
Grade1 であった。疾患特異的 5 年累積生存率は 70.7%であった。

【結論】上顎洞扁平上皮癌症例において組織学的治療効果判定
Grade1 は予後不良が多かった。当科では現在，動注に CDDP を
単独で用いているため，DOC を加えたレジメンや術後補助療法
を考慮すべきと考えられた。

2-C-11
当院における口腔がんT4b側頭下窩郭清症例の検討

○伏見 千宙、増淵 達夫、山崎 森里生、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

はじめに　口腔がん T4b 症例は、一般的には手術適応に乏しい
とされておりその治療成績の報告は少ない。しかし、2014 年の
国内他施設共同研究によると、99 例の T4b 症例を検討し、5 年
生存率 54％と良好な成績を報告している。当院でも、2017 年よ
り太田らの報告に基づき、側頭下窩郭清を積極的に治療に取り
入れてきた。今回我々は、T4b 症例に側頭下窩郭清を施行した
8 例について報告する。　対象と方法　2017 年 3 月から 2019 年
7 月までの期間に、当院にて手術療法を主に治療を行った口腔
がん T4b 側頭下窩郭清症例を後方視的に解析した。　結果　男
性 6 例、女性 2 例で年齢の中央値は 71 歳であった。組織型は全
例 SCC で N0 症 例 1 例、N1 症 例 3 例、N2b 症 例 4 例 で あ っ た

（UICC7th）。T4b の診断理由は、全例咀嚼筋間隙進展もしくは翼
状突起進展のどちらかであった。術前に開口障害を 7 例に認め、
急速増大を 2 例に認めた。また、術前治療施行例はなく、術後照
射を 3 例に施行した。観察期間の中央値は 17 か月と短期間であ
るが、無病生存 5 例、担癌生存 1 例、原病死 2 例であった。　考
察　側頭下窩郭清は、腫瘍に翼突筋群を起始停止で付着させ、一
塊として切除する術式である。欠損が大きくなり、顔貌変化や機
能障害がデメリットであるが、きちんとマージンがとれれば術後
照射を回避できるメリットもある。今回我々の経験した８例につ
いて、文献的考察を含め検討したいと考えます。
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2-C-14
口腔がんと術後感染症

○中西 康大 1）、田村 優志 1）、鈴木 大貴 2）、高橋 美穂 1）、  
伊澤 和三 2）、唐木田 一成 1）、坂本 春生 1）、金子 明寛 3）

1）東海大学　医学部　付属八王子病院　口腔外科、
2）SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　口腔外科、
3）東海大学　医学部　付属伊勢原病院　外科学系　口腔外科

頭頸部癌の治療において、基本的に手術が第一選択とされてい
る。通常手術の際に、予防抗菌薬投与を行なっているが、術後合
併症の一つに術後感染症が存在し、周術期管理において問題にな
ることがある。抗菌薬の不適切使用などにより多剤耐性菌が出現
することが世界的に問題視される現在、予防抗菌薬の選択や術後
感染症の際の使用抗菌薬の適切な選択が求められる。そこで、術
後合併症が発症した症例において、術後感染症で検出された細菌
について創部感染および、肺炎に関して、後ろ向きに検討する
こととした。対象は、当科で口腔がんに対し、気管切開術を伴
う遊離皮弁再建術を行なった症例で、予防抗菌薬として CEZ を
加刀前から術後 48 時間投与した 80 症例とした。術後 48 時間以
上経過後に抗菌薬投与を必要とした創部感染が 18 症例あり、肺
炎を発症した症例が 34 例認めた。術後感染までの平均期間は創
部感染で 7.6 日、肺炎は 6.1 日であった。検出菌としては、創部
感染では Streptococcus 属および Prevotella 属、Staphylococcus

属が多く占めており、肺炎では院内感染菌である SPACE や
Klebsiella 属、MRSA などが検出された。創部感染に関しては約
66%に嫌気性菌が関与しており、術後感染症に対する抗菌薬とし
ては、嫌気性菌を視野に入れた対応が必須と考えられた。術後肺
炎に関しては、院内感染菌が多く、水平感染症を予防することが
重要と考えられた。

2-C-15
悪性腫瘍切除後に口腔再建術を施行した患者の術後創感
染についての検討

○千田 正、石原 修、山田 龍平、矢田 光絵、中野 晋太郎、 
谷口 弘樹、小松 享祐、山本 莉菜
大阪急性期・総合医療センター　歯科口腔外科

【緒言】口腔再建術を伴う手術は，他の準清潔手術に比べ術後創
感染（Surgical site infections；以下 SSI）の発生率が高いとされ
る．SSI 発生の原因は全身状態，長時間の手術，出血量，年齢な
どが関与するとされている．また準清潔手術においては，予防的
抗菌薬の使用が有用とされているが，抗菌薬の種類や投与期間
によって SSI の発生率などは異なる．本研究では口腔再建患者
の SSI 発生の発生状況を検討し，リスク因子の解析と予防的抗菌
薬の使用状況について検討した．【対象・方法】2014 年１月から
2018 年 12 月までの 5 年間で大阪急性期・総合医療センター歯科
口腔外科にて悪性腫瘍を切除し，口腔再建術を施行した 77 例を
対象とした．SSI は創部感染および術後 30 日間以内に発生した
もののみを対象とした．検討項目は，周術期抗菌薬の投与期間や
種類，年齢，性別，術前貧血，術前アルブミン値，肥満，糖尿病，
手術期間，異物埋入の有無などとした．【結果】口腔再建術を施
行した 77 例中，SSI が発生した症例は 19 例 24.7%であった．周
術期に使用した抗菌薬はセファゾリン 68 例，アンピシリンスル
バクタム 5 例，セフメタゾール 4 例、セフォチアム 1 例であった．
平均術後投与期間は 4.05 日間であった．SSI 発生リスク因子の検
討では，糖尿病を有している群に有意差をもって SSI 発生が多か
った．【結語】当科における口腔再建術を施行した患者において
の SSI 発生について，若干の文献的考察を加えて報告する．

2-C-12
口腔扁平上皮癌cN0症例に予防的頸部郭清術を施行した
症例の臨床的検討

○白井 達也 1）、筧 康正 2）、瓜生 開人 2）、松田 彩 2）、  
榊原 晶子 2）、長谷川 巧実 2）、明石 昌也 2）

1）済生会兵庫県病院　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】口腔癌 cN0 症例に対する予防的頸部郭清術の適応は、現
在でも統一した見解が得られていないのが現状である。当科では
同一基準で 2010 年までは根治的頸部郭清術変法（以下 MRND）
を、2011 年より肩甲舌骨筋上郭清（以下 SOHND）を施行して
きた。今回、cN0 診断で予防的頸部郭清術としての MRND、
SOHND の比較及び頸部再発例について検討を行った。【対象】
1999 〜 2018 年の間に当科で加療した口腔扁平上皮癌一次症例
708 例のうち cN0 と診断し、原発巣切除・予防郭清術を行い、
原発巣再発を除いた 125 例とした。【結果】上記 125 例のうち、
MRND 施行群で pN+ 症例は 15 例（27.2%）であり、SOHND 施
行群で pN+ 症例は 11 例（15.7%）であった。それぞれレベル
4,5 領域への転移は認めなかった。また、頸部再発を生じたのは
MRND 群で 4 例（7.2%）、SOHND 群で 5 例（7.1%）であった。
頸部再発を生じた症例のうち、患側再発が 5 例で、健側再発は 4
例であった。患側再発群 5 例中 4 例は頸部非制御で予後不良あ
り、健側再発群 4 例中 3 例は頸部制御可能で、1 例は遠隔非制御
となった。【考察】全例においてレベル 4, 5 領域のリンパ節転移
を認めなかったことから MRND から SOHND に術式を変更して
も頸部再発の割合から問題ないと考えられた。患側に頸部再発を
生じた症例は予後不良となりやすく、術後治療の検討が必要と考
えられた。健側に頸部再発を生じた症例は頸部制御率が高かった
ため、早期発見による適切な治療が必要と考えられた。

2-C-13
がん患者において周術期口腔機能管理後に骨吸収抑制薬
を開始した症例の検討

○草深 佑児 1）、鎌田 孝広 1）、篠原 潤 1）、酒井 洋徳 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　歯科口腔外科学教室

【緒言】がんの進行に伴う骨転移に対して骨病変の進行抑制およ
び抗腫瘍効果を目的として骨吸収抑制薬（ビスフォスフォネート
製剤、抗 RANKL 製剤）が使用される。前回がん患者における
周術期口腔機能管理（以下、口腔管理）中に発症した骨吸収抑制
薬関連顎骨壊死（以下、ARONJ）について検討し、当院におけ
る発症率は 6.8％、口腔管理後に骨吸収抑制薬を使用した方の発
症率は 2.3％と報告した。今回われわれは、口腔管理後に骨吸収
抑制薬を使用した症例について検討を行った。【方法】2014 年 4
月から 2018 年 8 月の期間に口腔管理前後に骨吸収抑制薬が使用
されていた症例は 179 例であった。そのうち、口腔管理後に骨吸
収抑制薬を使用した 153 例を対象とした。ARONJ 発症の有無と
歯性感染病巣の有無、感染巣に対する治療の有無等について調査
を行った。【結果】153 例の内 14 例に ARONJ の発症を認めた。
口腔管理介入時 64 例に抜歯等の外科治療が必要となる歯性感染
巣を認め、その内 10 例に ARONJ の発症を認めた。一方、歯性
感染巣の無い 89 例でもその内 4 例に ARONJ の発症を認めた。
ARONJ 発症の時期については、最短で骨吸収抑制薬使用後 15
ヶ月であった。【結論】当院の口腔管理介入後に骨吸収抑制薬を
使用した患者の ARONJ の発症率は 9.2％であった。これらの症
例の ARONJ 発症時期は投与開始 1 年後であり、長期の管理およ
び経過観察が必要であると考えられた。
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2-C-16
切除断端近傍の歯根膜腔に沿って腫瘍小塊を認めた上顎
歯肉癌の１例

○中村 知寿、宮本 大模、福島 麻子、高島 裕之、  
森田 麻希、菱田 純代、青木 尚史、加藤 伸一郎、  
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

【緒言】口腔は硬組織と軟組織が複雑な形状を織り成しており、
腫瘍の進展方向に様々な影響を及ぼす可能性がある。今回われわ
れは、上顎歯肉癌において切除断端近傍の歯根膜腔内に腫瘍の小
塊を認めた１例を経験したので若干の考察を加えて報告する。

【症例の概要】患者は 75 歳、男性。2017 年 12 月に右上顎歯肉に
疼痛を自覚し、近隣歯科より当科を紹介受診した。同部を生検し
たところ扁平上皮癌との診断を得たため、同年 2 月に全身麻酔下
に手術を施行した。病理組織学的に切除標本を確認したところ、
切除断端近傍でマクロ的には健常とみられた右上顎第一小臼歯の
歯根膜腔内に腫瘍細胞を認めた。術前のパントモや CT では同部
位の歯根膜腔の拡大は認めておらず、PET の集積像からもかな
りの距離があり、術前に検出することが極めて困難な部位への進
展の可能性が考えられた。術後化学放射線療法を追加し、術 6 か
月後に対側の頸部後発転移を認め頸部郭清術を行った。その後 1
年 1 か月経過した現在、再発転移なく経過良好である。

【結語】口腔癌の原発切除における適切な安全域の設定について
は明確な科学的根拠はないが 10mm 以上の安全域をとることが
推奨されている。口腔は極力機能温存が望まれることから切除範
囲や安全域の設定に苦心することは多いが、時には腫瘍の歯根膜
進展も考慮して切除範囲を決定する必要があるかもしれないと考
えられた。

2-C-17
下顎歯肉癌に対する化学放射線療法後の終末期に上腸間
膜動脈症候群を発症した1例

○内藤 絵里子 1）、池田 順行 1）、小山 貴寛 1）、小玉 直樹 1）、 
齋藤 夕子 1）、永田 昌毅 1）、林 孝文 2）、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

【緒言】上腸間膜動脈症候群（SMA 症候群）は、腹部手術の術
後や急激な体重減少により十二指腸水平脚が上腸間膜動脈と腹部
大動脈に挟まれ、通過障害を起こす非常に稀な病態である。今回
われわれは、下顎歯肉癌の放射線化学療法後の終末期に発症した
SMA 症候群の１例を経験したので報告する。【症例】患者：66
歳男性。主訴：右頬部の腫脹。現病歴：2016 年 3 月に右頬の腫
脹を自覚し、増大傾向にあったため当科を紹介初診した。現症：
右下顎を中心に潰瘍を伴った長径 100mm 程の腫脹を認めた。画
像所見：CT で病変は右下顎骨を中心に咀嚼筋隙に進展しており、
右側顎下リンパ節は転移陽性所見であった。病理組織診断：扁平
上皮癌。治療経過：右側下顎歯肉癌（T4bN1M0）の診断で 2016
年 6 月に導入化学療法を行った後に、化学放射線療法を施行し、
腫瘍は著明に縮小した。しかし 2017 年 9 月に再増大を認めたた
めニボルマブの投与を開始し、再度縮小を認めたが肺炎を発症
し、投与中止となった。その後、体重減少と共に頻回の嘔吐、肺
炎を繰り返したため肺炎予防を主目的に胃瘻を造設したが、胃瘻
からの排液が多量となり、胸腹部 CT にて SMA 症候群と診断さ
れた。栄養管理は静脈栄養としたが、2018 年 10 月 26 日永眠さ
れた。【考察】化学療法や終末期において急激な体重減少や頻回
の嘔吐、腹痛を訴える場合は、胃瘻増設にあたって SMA 症候群
発症の可能性も念頭におき、精査を行う必要があると考えられた。

2-C-18
舌がん患者における慢性機械刺激の軽減を目的とした補
綴装置の作製

○合島 怜央奈、蒲原 麻菜、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】喫煙と飲酒は口腔がん発生の主要な危険因子である。加
えて、歯列不正や不適合な補綴物といった慢性機械的刺激も危険
因子であることが知られる。これら危険因子の制御は、がんの発
症だけでなく、再発予防の観点からも重要である。今回、舌がん
の一次治療後に継続する機械刺激が疑われる 3 症例に対して、
刺激軽減を目的とし補綴装置を作製したため、その概要を報告す
る。【症例の概要】【症例 1】59 歳、男性。左側舌癌に対して舌部
分切除術を施行（pTis）。術後 1 年 9 か月で再発所見なく経過し
ていたが、両側舌縁部に歯圧痕を認めた。両側下顎臼歯部舌側に
補綴装置を装着、圧痕および自覚症状の改善を認めた。【症例 2】
42 歳、男性。右側舌癌に対して舌部分切除術を施行（pT1N0M0）。
術後 3 か月で再発所見なく経過していたが、患側舌縁部に歯圧痕
を呈していた。右側下顎臼歯部舌側に補綴装置を装着、圧痕の顕
著な改善を認めた。【症例 3】32 歳、男性。右側舌癌に対して舌
部分切除術を施行（pT1N0M0）。上下顎に叢生を認めたが、金銭
的に矯正治療は困難であった。右下６，７が欠損し、同部へ舌が
陥入、誤咬を繰り返していた。義歯型の補綴装置を作製、誤咬は
著明に改善し、圧痕も改善傾向にあった。【結果】舌がん術後に
継続した機械刺激が残る患者もみうけられ再発のリスクとなる。
今回作製した補綴装置は、慢性刺激の軽減に有用であることが示
唆された。

2-C-19
上顎歯肉を原発とした胸膜転移の診断・治療にがん遺伝
子パネル検査が有用であった１例

○遠山 皓基 1,4）、加納 嘉人 1）、松寺 翔太郎 1）、  
青柳 康子 1）、本多 隆行 2）、宮崎 泰成 2）、  
桐村 進 3）、三浦 雅彦 4）、池田 貞勝 1）

1）東京医科歯科大学　医学部附属病院　腫瘍センター、
2）東京医科歯科大学　医学部附属病院　呼吸器内科、
3）東京医科歯科大学　医学部附属病院　病理科、
4）東京医科歯科大学　大学院　口腔放射線腫瘍学分野

【症例】51 歳男性【現病歴】右側上顎歯肉扁平上皮癌 cT4aN1M0
に対して他院耳鼻咽喉科にて右側上顎全摘術、右側頸部郭清術な
らびに再建術を施行。切除断端陽性のため術後 CDDP 併用放射
線治療を行った。術後 9 か月後に胸部 CT で左胸膜腫瘤を指摘さ
れ、胸腔鏡下左胸膜生検を行ったところ病理診断にて悪性胸膜中
皮腫が疑われセカンドオピニオン目的に当院を紹介受診。当院に
て病理所見を再度レビューしたところ、鑑別として右側上顎歯肉
癌の転移、横紋筋肉腫あるいは胸膜中皮腫の可能性が考えられた
が確定診断がつかず、診断目的並びに以後の治療薬選択に関しが
ん遺伝子パネル検査を実施した。上顎検体から FoundationOne 
CDx、胸膜検体から FoundationOne HEME を提出した。両者
の遺伝子解析結果からはドライバーとして NOTCH1 変異が一致
しており、VUS（variant of uncertain significance）ではあるも
のの 8 遺伝子の変異の一致を認め上顎歯肉癌の胸膜転移として
矛盾しない所見であった。さらには TMB（Tumor Mutational 
Burden）が高値を示したためニボルマブの投与を開始したとこ
ろ PR の効果が得られている。【考察】診断が困難であった上顎
歯肉癌胸膜転移症例においてがん遺伝子パネル検査が診断ならび
に治療選択の一助となった 1 例を経験したため報告する。
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2-D-2
口腔内に発生した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の3例

○森山 裕輔 1）、勝俣 由里 1）、森 志穂美 1）、安西 寛真 1）、  
首藤 俊一 1）、田中 文恵 1）、吉住 潤子 1）、佐々木 三奈 1）、 
吉本 尚平 2）、橋本 憲一郎 1）、平木 昭光 1）、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

【緒言】炎症性筋線維芽細胞腫瘍（inflammatory myofibroblastic 
tumor、以下 IMT）は線維芽細胞や筋線維芽細胞の増殖と炎症性
細胞浸潤を特徴とする低悪性度腫瘍で、好発部位は肺であり、口
腔内での報告は稀である。われわれは口腔内に発生した IMT の
3 例を経験したので報告する。【症例 1】82 歳、女性。2012 年 4
月に右上 45 頬側歯肉に境界明瞭な腫瘤を認め、近医にて生検し
エプーリスの診断を得た。その後、再発したため、2015 年 4 月
に当科を受診した。生検にて線維性組織球腫であったが、画像上
で悪性を疑う所見があり、上顎部分切除術を施行した。病理検査
で IMT の診断を得た。術後 6 か月で再発し、他病死した。【症例 2】
42 歳、男性。2017 年 2 月に左側頬部の腫脹を自覚し、翌月に当
科を受診した。左上 45 頬側歯肉にび漫性の腫脹、圧痛を認めた。
生検で IMT の診断を得た後、上顎部分切除術を施行した。その
後、再発は認めていない。【症例 3】43 歳、女性。2017 年 1 月に
左側頬部の腫脹を自覚し、消失しないため、翌年 2 月に当科を受
診した。左上 56 頬側歯肉に無痛性有茎性腫瘤を認めた。生検に
てエプーリスの診断を得た後、上顎腫瘍切除術を施行した。病理
検査で IMT の診断を得た。その後、再発は認めていない。【考察】
IMT は特徴的な臨床症状や画像所見がなく、診断に苦慮するこ
とがある。予後に関する報告も少なく、再発や転移の慎重な経過
観察が必要だと考えられる。

2-D-3
顎骨中心性癌と神経内分泌腫瘍の同時性重複腫瘍の１例

○藤内 城、野口 忠秀、長島 優太、今野 悠、作山 葵、  
杉浦 康史、土肥 昭博、岡田 成生、森 良之
自治医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座

緒 言： 消 化 器 に 発 生 す る 神 経 内 分 泌 腫 瘍（neuroendocrine 
tumor: NET）は稀な腫瘍であるが、その病理組織学的分類に
基づく治療が重要視されている。今回顎骨中心性癌の精査中に
NET が発見され、院内各科と連携し治療にあたった症例を経験
したので報告する。症例：73 歳、男性。処置・経過：2018 年 3
月に左頬部の腫脹、開口障害にて当科を受診した。下顎臼後部の
生検より扁平上皮癌の診断（顎骨中心性癌）を得たため手術を計
画したが、術前精査により肝転移を伴う直腸原発の NET（G1）
が認められた。臨床腫瘍科との検討の結果、NET に対してオク
トレオチド投与を第一選択とし、その効果を判定し下顎腫瘍に対
する手術が行えるかを判断することとした。下顎腫瘍に対しては
放射線療法をオクトレオチド投与と平行に行うこととした。オク
トレオチド投与を 5 ヶ月継続し効果判定は SD であり、下顎腫瘍
が最も早期に予後因子になり得ると考え、手術を選択した。同年
12 月に手術施行。NET に対しては術後もオクトレオチド投与を
継続している。術後 1 年を経過するも再発なく経過良好である。
考察・結語：肝転移を伴う NET と下顎腫瘍の同時性重複腫瘍に
対し、治療方針の決定に難渋した。しかし、オクトレオチドによ
る薬物療法後、治療効果判定にて予後因子を推測し、下顎腫瘍を
手術することにより術後の QOL 低下を最小限に抑える事ができ
た。本症例の治療概要について報告する。

2-C-20
特異な組織像を示した左中咽頭側壁原発HPV非関連癌の
一手術例

○草深 公秀
静岡県立総合病院　病理学部

【背景】中咽頭癌の多くは HPV 関連であるとされ、p16 免疫染
色が代替えマーカーとして用いられる。また、鼻腔・副鼻腔に
は腺様嚢胞癌（AdCC）に類似した組織像を呈する HPV 関連癌

（HPV-related multiphenotypic sinonasal carcinoma: HMSC）も
報告されている。今回、特異な組織像を呈する HPV 非関連癌を
経験したので報告する。【症例】56 歳・男性。主訴は口腔内腫
瘤。X 年 1 月に前述主訴を自覚し、6 月に近医歯科では AdCC の
診断。当院を受診。MRI では中咽頭左側壁に約 20mm 大の T ２
強調画像で軽度高信号を呈する腫瘤を認めた。「悪性腫瘍」の臨
床診断で、腫瘍切除術を施行。今の所、再発・転移はない。【病
理】肉眼的には噴火口状の腫瘤だが、割面では深部にも浸潤して
いる。組織学的には表層の扁平上皮は乳頭状を呈し、その上皮脚
に連続して、N/C 比のやや高い異型細胞の篩状あるいはシート
状の増殖を認める。偽嚢胞の形成以外にも AB 陽性の粘液を入れ
た真の管腔も散見される。IHC では CK7 や EMA には陽性であ
るが、aSMA や CK5/6 などの筋上皮マーカーは陰性。c-kit はび
慢性に陽性で、p16 もモザイク状に陽性だが、c-Myb や hrHPV-
mRNA ISH は陰性。Ki-67 標識率は 35%程度。【考察】AdCC に類
似しているが、c-Myb が陰性であり、また HPV-ISH（−）から
は HMSC とは言えない。粘液（+）より腺癌だと考えられるが、
腺癌であっても低異型度である。以上より「HPV 非関連低異型
度腺癌」と仮診断した。皆様のご意見を頂戴したい。

2-D-1
下顎に発生し頸部リンパ節転移を認めた炎症性筋線維芽
細胞性腫瘍の1例

○及川 悠、小村 健
総合東京病院　歯科口腔外科

炎症性筋線維芽細胞性腫瘍（IMT）は、筋線維芽細胞様の紡錘
形細胞の増殖と炎症性細胞浸潤を特徴とする疾患で、稀に再発や
転移をきたすこともあり、WHO 軟部組織腫瘍分類では低悪性度
腫瘍に分類されている。今回、下顎正中に発生し、頸部リンパ
節転移を認めた IMT を経験したので、その概要を報告する。患
者は 54 歳、女性。2018 年 12 月に下顎前歯の抜歯窩治癒不全を
主訴に当科を受診した。下顎正中に 2.2 × 2.0cm 大、表面凹凸不
正な腫瘤を認め、両側頸部に腫大リンパ節を触知し、右顎下リン
パ節は下顎骨との癒着を認めた。造影 CT 所見では、下顎正中の
腫瘤と唇側皮質骨の破壊を認め、両側頸部リンパ節の腫大を認め
た。PET/CT 所見では、下顎正中およびオトガイ下リンパ節、
両側顎下リンパ節に異常集積を認めた。下顎正中部悪性腫瘍の診
断で、口腔内腫瘤から生検を施行したが確定診断は得られなかっ
た。オトガイ下リンパ節生検を施行し、筋線維芽細胞様の紡錘形
細胞の増殖および炎症性細胞浸潤を認め、IMT の診断を得た。
ステロイド（プレドニゾロン 30mg/ 日）の投与を開始し、腫瘍
の著明な縮小を認めたため、以降投与量を漸減しながら投与を継
続した。投与開始後 4 か月で下顎の腫瘍は消失し、PET/CT 所
見では、頸部の腫大リンパ節は縮小し、異常集積は認められなか
った。現在まで再発は認めず経過良好である。

一
般
演
題

（
口
演
）



166　第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology　167

2-D-4
対側頬部に転移した鼻翼原発の基底細胞癌の1例

○坂田 健一郎、佐藤 明、大賀 則孝、吉川 和人、  
和田 麻友美、小林 博和、北川 善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科学教室

口腔領域への転移性腫瘍は悪性腫瘍の約 1%程度であり，診断に
は画像診断のみでなく，現症や既往歴も考慮する必要がある．今
回演者らは，右鼻翼原発の基底細胞癌が，左頬部に転移した症例
を経験したので報告する．患者は 63 歳，男性．初診の 9 か月前
より，左頬部の腫脹を自覚．近病院耳鼻科より，精査加療依頼で
当科受診となった．既往歴として，2009 年に右鼻翼基底細胞癌
切除が施行されていた．その後の経過として，2014 年に右頸部
皮膚，頸部リンパ節，顎下腺および下顎骨下縁に転移を認めた．
2015 年に右鼻前庭部に局所再発し放射線治療（66Gy）が施行さ
れていた．2016 年に右鼻入口部に局所再発が見られ，2019 年に
右オトガイ下皮膚に転移を認めた．各々に外科的切除が施行され
ていた．当科初診時，左下顎歯肉から頬粘膜にかけて一部潰瘍を
伴う弾性硬の 33 × 12mm の腫瘤性病変を認めた．CT で同病変
は頬筋を超え広頸筋から皮膚直下まで進展していた．MRI では
T1 強調像で低信号，拡散強調像で高信号を認め，生検を施行し
たところ既存の基底細胞癌検体と一致した．左顎下部郭清および
左下顎骨辺縁切除を行い，術後経過は良好である．右鼻翼皮膚に
生じた基底細胞癌が，左頬部に転移した極めてまれな症例を経験
したので報告する．

2-D-5
舌癌に対する治療で有症候性甲状腺微小乳頭癌の頸部リ
ンパ節転移が判明した1例

○白尾 浩太郎、鹿野 学、金山 宏幸、烏山 貴利、  
藤原 彩也香、斎藤 佑太、有家 巧
国立病院機構大阪医療センター　口腔外科

【緒言】甲状腺悪性腫瘍は乳頭癌、濾胞癌、低分化癌、未分化癌、
髄様癌、悪性リンパ腫およびその他に分類される。日常臨床にお
いても最も頻度が多いものは乳頭癌である。甲状腺乳頭癌は緩慢
な発育を示し、比較的予後のよい腫瘍とされている。診断技術の
向上と検診の普及により指摘される 2cm 以下の甲状腺乳頭癌は
増加している。腫瘍径 1cm 以下の甲状腺微小乳頭癌の場合、無
症候と有症候性に分類され、有症候性微小乳頭癌の場合には乳頭
癌の治療指針に沿って治療がなされる。今回舌癌の治療を契機に
発見された有症候性微小乳頭癌の 1 例を経験したので概要を報告
する。【症例】48 歳女性、舌癌左縁、cT3N1M0 扁平上皮癌の診
断のもと舌可動部亜全摘、両頸部郭清、気管切開、前外側大腿皮
弁による口腔再建を行った。術後病理組織診断により術前に舌癌
頸部リンパ節転移と診断していたものが甲状腺乳頭癌の転移であ
ることが判明した。有症候性微小乳頭癌の診断で甲状腺外科へ対
診し、乳頭癌低危険度群とされ informed decision に準拠し現在
外来経過観察中であるが増大や新規の頸部リンパ節転移を認めず
に経過している。術後病期診断 pT3N0M0、術後 1 年 6 か月経過
観察を行っているが現在まで再発転移、乳頭癌の増大は認めてい
ない。【結語】頸部リンパ節転移の形態と転移部位の局在から術
前の穿刺吸引細胞診を行うことも一案であったと考えられた。

2-D-6
Fanconi貧血患者に発症した舌扁平上皮癌の1例

○土橋 宏輝 1）、鳴瀬 智史 2）、柳本 惣市 1）、古川 浩平 1）、  
梅田 正博 1）

1） 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、

2）大村市民病院

【緒言】Fanconi 貧血は染色体の脆弱性を背景に再生不良性貧
血、骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病、固形癌をきたすこと
のある遺伝性骨髄不全疾患である。今回 Fanconi 貧血患者に発症
した舌扁平上皮癌の 1 例を経験したので報告する。【症例】23 歳
男性。Fanconi 貧血の治療として 7 歳時に同種造血幹細胞移植を
受けている。当科初診の 5 か月前より矯正器具の接触による左側
舌縁部の潰瘍の増大を自覚し当科紹介された。2017 年 3 月に左
側舌癌（T4aN2cM0）に対し舌亜全摘、両頸部郭清術、腹直筋皮
弁による再建術を施行。術後 4 か月で左側咀嚼筋隙、両側頸部お
よび左側鎖骨裏面リンパ節に再発を認め左側下顎骨半側切除術、
リンパ節切除術、広背筋皮弁再建術を施行した。その後、右側舌
骨傍領域に再発。切除不能と判断し、腫瘍内科と協議しセツキシ
マブ放射線併用療法を施行した。効果判定は SD で、セツキシマ
ブを継続していたが、耳下腺リンパ節、左側上顎骨、甲状腺左葉、
左鎖骨部に経時的に再発を認め、その都度 IMRT を施行した。
しかし腫瘍増大および新病変の出現を認めたため、ニボルマブを
投与したが効果なく、全身状態の低下と腫瘍の急速な増大を認め
制御困難となり、BSC へ移行。術後 1 年 5 か月で永眠となった。

【結語】本疾患のような造血器腫瘍患者において、造血幹細胞移
植に起因する慢性 GVHD からの発癌リスクを考慮し、定期的な
口腔病変スクリーニングを組み込んだ管理の必要性が示唆された。

2-D-7
エーラス・ダンロス症候群患者に発生した舌癌の１例

○吉川 恭平、野口 一馬、吉田 和功、中西 満寿美、  
神田 修治、森寺 邦康、高岡 一樹、岸本 裕充
兵庫医科大学　歯科口腔外科学講座

＜緒言＞エーラス・ダンロス症候群（以下 EDS）は、皮膚、関節、
血管など結合組織の脆弱性に基づく遺伝性疾患である。EDS は
現在 13 の型に分類されている。なかでも血管型は、動脈解離や
動脈瘤破裂、臓器破裂などの危険性がある重篤なタイプであり、
特に外科処置を行う際は血圧の変動に十分注意する必要がある。
われわれは、血管型の EDS 患者に発生した舌癌の 1 例を経験し
たので概要を報告す＜る。＜症例と経過＞患者は 48 歳女性。既
往歴：EDS（血管型）。家族歴：母・姉・娘が EDS（血管型）。
左側舌縁の白色病変に対して近医で全身麻酔下での切除をすすめ
られたが、気管挿管による出血リスクを患者が心配し、2019 年
6 月初旬に当科初診受診した。左側舌縁に 15 × 10 mm の白色病
変を認め、同年 9 月に静脈内鎮静下にて、JG 染色により白色病
変周囲にみられた不染域から 5 mm の安全域を設けて摘除生検を
施行した。創部は PGA シートとフィブリン糊で被覆した。鎮静
には循環変動が少なくかつ鎮痛作用のあるデクスメデトミジンを
用いて、当院麻酔科にて循環動態の厳重な管理下で手術を施行し
た。術中血圧は安定し特に合併症を生じることはなかった。病理
検査にて中央部は SCC の診断を得た。EDS は術後出血や創傷治
癒不全のリスクが高い疾患だが、現在術後の経過は良好である。
＜結語＞血管型 EDS の舌癌患者に対して静脈内鎮静法下で、安
全に手術を施行できた。
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2-D-10
前立腺癌の上顎骨転移の1例

○山下 新之助、高後 友之、細川 周一、山下 徹郎
社会医療法人　恵佑会札幌病院　歯科口腔外科

【緒言】顎口腔領域における他臓器からの転移性腫瘍は、約 1%と
されており、原発巣は肺・子宮・腎からの報告が多い。前立腺癌
の顎口腔領域への転移は、極めて稀で我々の渉猟した範囲では本
邦で 4 例の報告を見るのみである。今回、我々は前立腺癌の上顎
骨転移症例を経験したのでその概要を報告するとともに、若干の
文献的考察を加えて報告する。【症例】87 歳男性。主訴：左側頬
部の腫脹。既往歴 : 去勢抵抗性前立腺癌、貧血、神経因性膀胱、
尿道狭窄。現症：口腔外所見；左側顔面全体に膨隆があり、三叉
神経第 2 枝領域に知覚鈍麻を認めた。口腔内所見；左側上顎歯槽
部を中心に頬舌的な膨隆を認めた。画像所見：CT；左側上顎骨
と頬骨に造骨性変化が優位の病変を認めた。MRI；左側上顎骨に
多発性骨病変で、骨に沿って進展する軟部組織病変を認めた。
PET；全身に前立腺癌と思われる骨転移を認めた。現病歴：2019
年 9 月上旬より左側顔面の腫脹を認め、症状改善せず、2019 年 9
月下旬にかかりつけ歯科医からの紹介にて当科初診となった。【処
置及び経過】当科で画像検査を施行し、上顎骨肉腫、悪性リンパ
腫、多発性骨髄腫、転移性骨病変を疑った。病理組織学的検査を
施行し、前立腺癌の上顎骨転移の診断を得た。その後は前立腺癌
の加療を受けていた病院へ転院となった。【結語】今回、我々は
前立腺癌の上顎骨転移症例を経験したので、その概要を報告した。

2-D-11
Double-hit lymphoma が疑われた下顎部原発B細胞性
リンパ腫の1症例

○金丸 健太 1）、中西 有路 2）、千足 浩久 1）

1）市立東大阪医療センター　歯科口腔外科、
2）防衛省　陸上自衛隊　明野駐屯地　航空学校

【緒言】Double-hit lymphoma（以下 DHL）は MYC と、bcl2 ま
たは bc16 の再構成を伴う、高悪性度 B 細胞リンパ腫として 2017
年の WHO リンパ腫分類に登録された悪性リンパ腫の一系であ
る。悪性リンパ腫は口腔領域での腫瘤形成を初発として発見され
る場合も少なくないが、DHL の報告例は少ない。今回われわれ
は下顎歯肉腫瘤を初発症状として受診し、DHL が疑われた 1 症
例を経験したので報告する。【症例の概要】症例は 56 歳の男性。
2019 年 7 月、下顎前歯部舌側歯肉の腫瘤を主訴に当科を受診し
た。初診時、下顎前歯部舌側歯肉の拇指頭大腫瘤を認めた。病変
は正常粘膜に覆われていた。MRI にて病変相当部に境界明瞭な
18 × 13mm 大の腫瘤を認めた。腫瘤は T1 強調像低信号、T2 強
調像高信号を示し、造影効果を示した。臨床診断は下顎腫瘍と
した。組織生検を施行し、星空像を伴う中間〜大型のリンパ球が
増殖した組織像を確認した。免疫染色では、CD10 ＋、CD3 −、
cMYC ＋、bcl6 ＋、bcl2 −を示し、DHL 疑いの結果を得た。
PET-CT にて集積像が下顎部に限局していることを確認した。血
液内科に治療を依頼し、現在も化学療法中である。【結語】DHL
が疑われた下顎部原発 B 細胞性リンパ腫の 1 例を経験したので
報告した。

2-D-8
歯原性角化嚢胞から発生した原発性骨内扁平上皮癌の１
例

○森寺 邦康、野口 一馬、吉川 恭平、神田 修治、  
高岡 一樹、岸本 裕充
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

【緒言】原発性骨内扁平上皮癌は、2017 年に改訂された WHO 組
織分類において顎骨中心性に発生し、歯原性上皮に由来する扁平
上皮癌であると定義されている。今回われわれは、歯原性角化
嚢胞の一部が癌化した症例を経験したので報告する。【症例】92
歳、女性。主訴：左側下顎の重苦しさ。現病歴：2019 年 2 月下
旬に左下 7 部の鈍痛を認め、かかりつけ歯科を受診した。感染根
管治療後も鈍痛が継続し、左下 7 根尖部の X 線透過像の精査の
ため、当科を紹介され 3 月中旬に来科した。現症：左下 7 に軽度
の動揺を認めたが、周囲歯肉に異常な所見を認めなかった。パノ
ラマ X-P では左下 7 根尖部に、周囲に骨硬化像を伴う 2 房性の
X 線透過像を認めた。下顎骨腫瘍の臨床診断で左下 7 を抜歯後、
生検を行なった。抜歯窩から腫瘍表面を確認できたが、腫瘍と根
尖の連続性はなかった。病理検査で、歯原性腫瘍由来癌を疑うも
確定診断に至らず、5 月下旬に歯原性腫瘍由来癌（cT4aN0M0）
の診断で、下顎骨区域切除術および左側頸部郭清術、チタンプレ
ートによる再建を施行した。切除標本の病理検査の全体像として
は、大部分に生検時に認めた高度の異型細胞が少なく、歯原性角
化嚢胞の診断であった。しかし、生検を施行した周囲では、壊死
を伴い、有糸分裂を多数認める腫瘍由来の上皮と有糸分裂を多数
有し、滴状下方増生を示す上皮を認め、腫瘍の一部が癌化してお
り、歯原性角化嚢胞由来の原発性骨内扁平上皮癌と最終診断とし
た。

2-D-9
上顎骨に生じたSclerosing odontogenic carcinoma
の一例

○森 和樹 1）、別府 真広 1）、山下 真由美 1）、比地岡 浩志 1）、 
久米 健一 1）、田中 昭彦 1）、奥田 瑛士 1）、三島 優美子 1）、 
嶋 香織 2）、仙波 伊知郎 2）、杉浦 剛 1）

1） 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、

2） 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

【緒言】Sclerosing odontogenic carcinoma（硬化性歯原性癌）は
2017 年改訂の WHO 分類に初めて記載された稀な歯原性癌であ
る。【症例】30 歳代女性。X 年 1 月に左側頬部の疼痛を自覚し、
近医歯科のパノラマ X 線検査で 23 から 25 部上顎骨に透過性病
変を認めたため、精査加療目的に当科を初診した。顔貌は左右対
称で、左側上顎骨に膨隆は認めず、24 部口蓋側歯肉に瘻孔を認
めた。CT 等の画像検査で 22 から 25 部上顎骨に境界明瞭で辺縁
不整な透過像と 23 から 25 の歯根吸収を認めた。【経過】歯原性
腫瘍の臨床診断のもと、保存困難と考えた 24 を抜去し、抜歯窩
から開窓生検を行った。抜歯窩直下の白色充実性組織を切除する
と内部は空洞であった。生検の病理検査では歯原性粘液腫等の可
能性が示唆されたが、確定診断は得られなかった。開窓部にオブ
チュレーターを装着し、経過観察したが骨新生は認めず、同年９
月に全身麻酔下で 22、23、25 の抜去と腫瘍摘出術および周囲骨
の削合を行った。病理組織像では上皮性腫瘍細胞が索状や島状の
小胞巣を形成し、びまん性に浸潤増殖し、一部粘液腫様の豊富な
線維性間質を認めた。腫瘍細胞の神経侵襲を認めたが、核分裂像
や Ki-67 陽性所見は認めず、CK19 に陽性を示した。術後約１年
の現時点では再発や転移は認めない。【結語】硬化性歯原性癌は
低悪性度とされるが、約 10 例の報告しかなく、予後や適切な治
療法は明らかではなく、注意深い経過観察が必要である。
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2-D-12
シェーグレン症候群の関連が示唆された口蓋びまん性大
細胞型B細胞リンパ腫の一例

○田村 優志、中西 康大、高橋 美穂、唐木田 一成、  
坂本 春生
東海大学　医学部　付属八王子病院　口腔外科

【諸言】シェーグレン症候群（以下 SS）は悪性リンパ腫の発生母
地となることが報告されている。今回、口蓋腫脹を契機にびまん
性大細胞型 B 細胞リンパ腫（以下 DLBCL）と診断され、同時に
SS の合併が判明した症例を経験したため報告する。【症例】75
歳女性。主訴：右側上顎歯肉の腫脹。現病歴：2019 年 3 月下旬
に右側上顎歯肉から硬口蓋にかけての腫脹を自覚し、近医耳鼻咽
喉科を受診。CT・MRI にて口腔内から鼻腔にかけて造影効果の
ある腫瘍性病変を認めるも診断がつかず、患者と家族が精査を希
望されたため当院紹介受診となった。既往歴：原発性胆汁性胆管
炎、高血圧症、白内障。家族歴：特記事項なし。【処置および経過】
初診時、口蓋腫脹部から生検を施行し、病理組織学的に DLBCL
と診断された。当院血液腫瘍内科にコンサルトし、血液生化学検
査にて IgG 上昇、抗核抗体・抗 SS − A 抗体陽性から SS の合併
が疑われた。サクソンテスト 0.55g/2 分、ガムテスト 4mL/10 分
で唾液分泌低下があり、口唇腺生検を施行したところ慢性リンパ
球性唾液腺炎を認め、SS の合併が明らかになった。DLBCL に対
して、R − CHOP 療法を 6 クール施行し、４クール目で口蓋腫
瘤は消失した。SS に対しては人工唾液を処方し、対症療法を行
った。【考察】SS 患者では約 5％で悪性リンパ腫を合併するとの
報告がある。我々、日常診療で SS 患者を診察する際にはこのよ
うな合併症があることを念頭に入れて診療することが重要である
と考えられた。

2-D-13
診断に苦慮した節外性NK/T細胞リンパ腫 鼻型の一例

○久保 隆太、永田 将士、川口 翔、川原 健太、  
廣末 晃之、福間 大喜、吉田 遼司、中山 秀樹
熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科学講座

【緒言】節外性 NK/T 細胞リンパ腫 鼻型（Extranodal NK/T cell 
lymphoma, nasal type : 以下 ENKL）は、鼻腔周囲を好発部位と
する節外性リンパ腫であり、進行が早く、予後不良であるとされ
ている。血管障害や著明な壊死をきたしやすく、確定診断に苦慮
する場合も少なくない。今回、左側上顎歯肉に壊死性潰瘍性病変
を生じ、診断に苦慮した ENKL の 1 例を経験したので報告する。

【症例】患者は 87 歳 男性。左側上顎歯肉潰瘍性病変を主訴に紹
介元歯科医院を受診し、精査加療目的に 6 月 15 日当科紹介受診
となった。左側上顎臼歯部歯肉に壊死を伴う潰瘍性病変を認め、
生検術を行った。病理結果は悪性所見なく、細菌感染を伴う歯肉
壊死の診断にて抗菌薬投与を行い、病変は改善した。しかしなが
ら、その後病変の再発・増大および腫瘤形成を認め、複数回生検
術を行ったものの悪性所見は認めなかった。10 月 7 日、左側頬
部のびまん性腫脹を認め、全身状態も悪化したため、10 月 9 日
に当科入院となった。入院時には腫瘤は左側口蓋から歯肉頬移行
部にかけて広がっていた。10 月 12 日、腫瘤から出血を認め、止
血処置の際に摘出した検体にて ENKL の診断となった。血液内
科へ対診し、積極的治療は困難との判断となり、DNAR 取得と
なった。10 月 24 日に呼吸状態悪化し、意識レベル低下を認め、
10 月 25 日永眠となった。【結語】今回、複数回生検術を行った
が確定診断に苦慮した ENKL の症例を経験したため、報告した。

2-D-14
右側上顎歯肉腫脹を契機に発見された形質芽球性リンパ
腫の1例

○冨永 萌 1）、柚鳥 宏和 1）、片瀬 直樹 2）、石田 優 1）、  
柳本 惣市 1）、藤田 修一 2）、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　大学院　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

【緒言】形質芽球性リンパ腫（Plasmablastic Lymphoma）は、
エイズや免疫不全、移植と関連した稀な予後不良な悪性リンパ
腫である。今回我々は右側上顎歯肉腫脹を初発症状とした形質
芽球性リンパ腫の 1 例を経験したので報告する。【症例】76 歳男
性。右側上顎歯肉の腫脹を自覚し近歯科受診し、当科紹介受診し
た。ADL 自立。PS1。既往歴に特記事項なし。右側上顎に 6cm
大の表面不整で弾性軟の腫瘤認め、右側頸部に 5mm 大のリンパ
節を触知した。造影 MRI にて右側上顎歯槽部を中心とする 5 ×
3.5 × 3.5cm 大の mass lesion 認めた。PET-CT で腫瘤に一致し
た強い集積を認めた。体幹部に異常集積は認めなかった。歯肉生
検では、明瞭な核小体をもつ大型の免疫芽球様の lymphoid cell
が壊死を伴ってびまん性に増殖し、アポトーシス小体を含んだ
tingible body macrophage が散在する starry-sky appearance を
呈していた。腫瘍細胞の形質は CD79a（+）, CD20（−）, CD138

（+）, CD3（−）, CD10（−）, bcl-2（−）, c-Myc（+：90%）, EBER
（−）, EBV-LMP1（−）, MIB1 index ＞ 90%であった。当院血液
内科に対診し、Plasmablastic Lymphoma（Ann　Arbor 分類 IIa
期）の診断のもと血液内科にて EPOCH 療法 6 コース施行し、治
療後 2 か月、肉眼所見上腫瘍消失し、画像所見上も完全寛解を維
持している。【結語】本例は免疫不全や免疫抑制剤投与の既往は
ないが、形質芽球性リンパ腫の診断を得た。現在完全寛解となっ
ているが、今後も厳重な経過観察が必要と考える。

2-D-15
口唇に認めたリンパ腫様丘疹症の１例

○見立 英史 1）、江頭 寿洋 1）、永野 健一 2）、片瀬 直樹 2）、  
藤田 修一 2）、緒方 絹子 1）、楢原 峻 1）、原 昌士 1）、  
本間 遼 1）、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）長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

【緒言】リンパ腫様丘疹症（LyP）は原発性皮膚 CD30 陽性 T 細
胞リンパ増殖異常症（CD30+ PCLCL）の１つで，顎口腔領域で
の報告はまれである．今回われわれは右側上唇の LyP 症例を経
験した．

【患者】25 歳，女性
【現病歴】2019 年 4 月，誘因なく右側上唇に外向性の腫瘤性病変
を自覚．5 月より増大したため，近くの皮膚科を受診．ヘルペス
の診断で Valaciclovir 投与するも症状不変なため当科紹介受診．

【現症】右側上唇に直径 15mm 大の外向性腫瘤を認め，表面は滲
出液による痂皮に覆われている．特記すべき既往歴はない．

【経過】まず膿原性肉芽腫を疑い AMPC を投与．しかし症状不変
なため部分生検を施行．T 細胞リンパ腫の中間報告を得たため，
当院血液内科に対診．PET-CT で上唇以外に病変は認めず，骨髄
穿刺で腫瘍細胞を認めなかった．これら検査中に新たな腫瘤が右
側上唇の正中側に出現したが，その後全て自然消退した．現在ま
で再発は認めない．

【病理検査結果】CD3/4/5/10/30/31，UCHL1，bcl-2 に陽性で MIB-1 
index は 90％以上を示した．一方，CD8/25/34/56/68/79a/138，
L26，cyclin D1，EBV-LMP1，ALK に陰性であった．上記およ
び生検後に自然消退したことを合わせ，本疾患は LyP と診断し
た．文献的考察と合わせて発表する．
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2-D-18
頬粘膜癌の治療後に発症した治療関連骨髄異形成症候群
の1例

○吉澤 泰昌、北村 直也、山本 哲也
高知大学医学部歯科口腔外科学講座

【緒言】治療関連骨髄異形成症候群は悪性腫瘍に対する化学療法
や放射線治療の後、造血幹細胞の異常により、赤血球、白血球、
血小板の量的および質的異常を来たす病態である。今回我々は、
頬粘膜癌の治療後に発症した治療関連骨髄異形成症候群を経験
したので報告する。 【症例の概要】患者は 42 歳、男性。2013 年
3 月に左側頬粘膜に有痛性の腫脹および潰瘍を自覚し、近在歯科
を受診したが改善が認められないため、2013 年 4 月、当科受診
となった。初診時、左側頬粘膜から上顎結節にかけて表面不整で
潰瘍を伴う腫瘍性病変が認められ、画像検査にて左側顎下リン
パ節転移が疑われた。2013 年 5 月、左側頬粘膜癌（T4aN2bM0, 
Stage IVa）の診断の下、左側全頸部郭清術、左側頬粘膜腫瘍切
除術および前腕皮弁による再建術を行った。病理検査の結果、
節外浸潤が認められたため術後化学放射線療法として TPS 療
法（DOC: 80mg/body、CDDP: 80 mg/body, TS-1: 100 mg/body; 
day1-14）を 2 クール、ならびに 45 Gy の放射線照射を施行した。
経過良好であったが、2016 年 4 月上旬、発熱が継続し、Neu: 
1080 /μL、Hb: 6.4 g/dL、Plt: 3.5X104/μL と、汎血球減少が認
められ、末梢血中の骨髄芽球の割合が 7%であった。骨髄穿刺で、
骨髄芽球が 10%で Auer 小体は認められなかった。以上より治療
関連骨髄異形成症候群と診断し、化学療法として AZA の投与を
10 クール施行し、一時寛解するも、汎血球減少が進行し、2017
年 4 月、死亡した。

2-D-19
舌癌術後経過観察中に発症した頸部神経鞘腫の1例

○藤井 亜理沙 1）、吉田 佳史 1）、橋本 和彦 2）、野村 武史 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　臨床検査科病理

【諸言】頸部神経鞘腫は，比較的まれな腫瘍である。今回，舌癌
術後経過観察中に頸部に発生した神経鞘腫を経験したので報告す
る。

【症例】45 歳，男性。初診日 2010 年 3 月、主訴は舌の白斑の精
査であった。左側舌縁部の直径 10mm 大の白斑を認め、生検に
て severe dysplasia の診断。2010 年 6 月全身麻酔下に舌部分切
除術施行。病理結果は扁平上皮癌であり，腫瘍制御下に経過観察
を行っていた。2018 年 6 月に撮影した CT にて左頸動脈鞘後方
に境界明瞭な直径 18mm 大の腫瘤性病変を認め，中心部には斑
状の増強効果を伴っていた。頸部リンパ節転移の可能性も懸念さ
れ MRI，PET-CT を撮影したがいずれも神経鞘腫の疑いであっ
た。2018 年 12 月頸部腫瘍切除術施行。術中の所見より発生神経
は頸神経と考えられた。摘出した腫瘍の病理組織診断は神経鞘腫
であった。

【考察】神経鞘腫は 25 〜 48%が頭頸部で発生するとされている。
好発神経は迷走神経，腕神経叢，頸神経，交感神経であり迷走神
経由来のものが 30%以上占めるとされる。リンパ節転移や唾液
腺腫瘍といった疾患との鑑別が必要であるが，現在は画像診断精
度の向上により，発生神経の推測まで可能になりつつある。本症
例では，発生神経は頚神経であると推測でき，舌癌の経過観察中
であることからも比較的早期に神経鞘腫の診断に至ることができ
た。また，後方視的に腫瘍の増大する速度についても観察可能で
あった。

2-D-16
繰り返す口腔カンジダ症と上顎歯肉の腫瘤形成を契機に
発見されたATLLの１例

○新田 哲也、平原 成浩
鹿児島市立病院

成人 T 細胞白血病 / リンパ腫（ATLL）は HTLV-1 の感染によ
り発症する腫瘍で、その症状の中には ATL 腫瘍細胞浸潤による
節外腫瘍病変としての口腔組織の腫瘤形成の報告がある。今回わ
れわれは，口腔領域の初発症状から診断しえた ATLL の 1 例を
経験したので報告する。症例は 65 歳の女性の女性で、上顎歯肉
の腫瘤形成を主訴に繰り返す口腔カンジダ症と２か月前から上顎
左側歯肉の膨隆が増大しはじめたため、当科へ紹介来院した。既
往歴では網膜色素変性症にて全盲で、家族歴では姉が悪性リンパ
腫で死亡していた。現症では両側口角炎を認めており、口蓋は発
赤し上顎左側唇側歯肉部に弾性硬で圧痛を伴わない示指頭大の腫
瘤形成を認めていた。画像検査では同部に嚢胞様透過像を認めて
おり、血液検査では LDH227U/L で可溶性 IL2R980U/mL は高値
であった。臨床診断：悪性リンパ腫の疑い・口腔カンジダ症にて、
歯肉病変について生検を実施したところ、病理組織学的診断は末
梢性 T 細胞性リンパ腫であったため血液内科へ対診した。追加
の血液検査で HTLV-1 陽性であったことから ATLL リンパ腫型
と診断され、化学療法が実施されたが血球現症、CMV 感染を繰
り返し生検後から 10 か月後に永眠された。血液腫瘍の中でも予
後不良な疾患のひとつである急性型およびリンパ腫型の ATLL
の初発症状が、口腔内に出現することを認識すべきである。

2-D-17
上顎歯肉に発生したEBウイルス陽性粘膜皮膚潰瘍の1例

○阿部 幸二郎 1）、山田 浩太 1）、土井田 誠 2）、山下 知巳 1）

1）厚生連高岡病院　歯科口腔外科、
2）杉田玄白記念公立小浜病院　歯科口腔外科

【緒言】EB ウイルス陽性粘膜皮膚潰瘍（EBVMCU）は 2017 年
の WHO 分類で成熟 B 細胞腫瘍に新たに追加された、免疫低下
と関連した低悪性度の EBV 関連リンパ増殖性疾患である。今回
われわれは上顎歯肉に生じた EBVMCU が自然寛解した 1 例を経
験したので報告する。【症例】患者：86 歳女性。初診：2019 年２
月下旬。主訴：左側上顎歯肉の腫瘤。現病歴：2019 年 2 月中旬
より左上顎歯肉の腫瘤を自覚し、歯科医院を受診、精査目的に当
科紹介初診。現症：左上 67 口蓋側歯肉に中央に潰瘍を伴う周囲
が隆起した 2.5cm 大の弾性軟の腫瘤を認めた。画像所見：造影
CT、MRI では左側硬口蓋の病変は 25mm 大で扁平な濃染を認め
た。頸部に腫大リンパ節は認めなかった。臨床診断：左側上顎
歯肉癌疑い（T2N0M0）【処置及び経過】初診時に生検施行し、
EBVMCU の診断を得た。当院血液内科を対診したところ、患者
の年齢や病態を考慮し、経過観察の方針となった。その後、病変
は自然縮小し、約 3 ヶ月後に消失した。現在、再発なく、経過は
良好である。【まとめ】EBVMCU は無治療で 45％、免疫抑制剤
の減量で 30％、化学療法と放射線療法の併用で 25％が完全寛解
すると報告され、自然消失しない場合に、治療が行われている。
EBVMCU は予後良好とされるが、再発の報告もあることから、
慎重な経過観察が必要とされている。【結語】今回われわれは上
顎歯肉に生じた EBVMCU が自然寛解した 1 例を経験したので報
告する。
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2-D-20
舌に生じた神経周膜腫の1例

○北平 有紀子、若林 健、藤田 祐生、岡田 梓、墨 哲郎
市立豊中病院　歯科口腔外科

【緒言】神経周膜腫は，神経周膜細胞の増殖からなるまれな末梢
神経系の良性腫瘍であり，神経内に生じる神経内神経周膜腫と皮
下の比較的浅い部位の軟組織に生じる軟部神経周膜腫に分類され
る．神経周膜腫の多くは四肢および体幹部に生じ，口腔内での発
症は極めてまれである．今回われわれは，舌に生じた神経周膜腫
を経験したため報告する．【症例】患者は 9 歳の女児．2018 年 12
月頃，右側舌縁部の腫瘤を自覚した．消失しないため 2019 年 7
月，近医歯科を受診したところ当科での精査加療を勧められ紹介
受診した．初診時，右側舌縁部に表面粘膜は比較的滑沢で，一部
やや角化し白色を呈するφ3mm 程度の無痛性の腫瘤を認めた．
腫瘤は弾性軟で，周囲組織に硬結は触知しなかった．既往歴に 1
型糖尿病がありインスリンの投与がされていた．【処置および経過】
同年 8 月，舌良性腫瘍の診断の下，局所麻酔下に腫瘍切除術を施
行した．病理組織検査の結果，神経周膜腫と診断された．病理組
織学的所見として紡錘形細胞より構成され，花筵状に増殖し，シ
ート状あるいは渦巻き状に配列し核分裂像はほとんど認めない．
免疫組織化学的所見は，紡錘形細胞は EMA 陽性で S-100 蛋白抗
体に対して陰性を示し，他の Schwann 細胞由来の腫瘍との重要
な鑑別点となる．治療法は切除であり，再発はまれとされている．
本症例においても術後経過は良好であり再発所見は認めていな
い．【結語】舌に生じた神経周膜腫の 1 例を経験したので報告した．

2-D-21
エナメル上皮腫を疑い開窓術を施行した象牙質形成性幻
影細胞腫の１例

○長谷川 大悟、瀬田 祥平、大澤 侑子、内堀 雅博、  
傳田 祐也、佐々木 剛史、加藤 久視、青木 隆幸、  
太田 嘉英、金子 明寛
東海大学医学部外科系口腔外科領域

【緒言】象牙質形成性幻影細胞腫は、石灰化歯原性嚢胞の亜型で
あったが、2005 年改定後の WHO 分類で、充実性に増殖する象
牙質形成性幻影細胞腫に分類された。本疾患はまれな疾患であり
報告も少なく、またエナメル上皮腫と病理組織像が類似してお
り、診断に苦慮することも多い。今回われわれは、単嚢胞型のエ
ナメル上皮腫を疑い開窓術を施行した象牙質形成性幻影細胞腫の
１例を経験したので報告する。【症例】11 歳男児。右頬部の腫脹
を自覚し、近医を受診。歯原性腫瘍を疑い当科に紹介受診となっ
た。画像所見では、右上顎洞内から眼窩底に達する内部均一な単
房性の透過性病変が認められた。生検術の結果、エナメル上皮腫
の病理組織学的診断であった。単嚢胞型エナメル上皮腫の臨床診
断のもと反復処置法を行うこととした。全身麻酔下に開窓術を施
行し経過観察を行ったところ、画像診断にて腫瘍の縮小が認めら
れた。全身麻酔下に腫瘍摘出術を施行したところ、病理組織学的
診断は象牙質形成性幻影細胞腫であった。現在、再発なく経過観
察を継続している。【結語】本疾患は、病理組織像がエナメル上
皮腫に類似しているため、生検での診断は困難な場合が多い。ま
た再発が多いとの報告や、悪性成分を含んだ症例、悪性転化した
症例の報告もあり、継続的な経過観察を行う必要があると考えら
れた。

2-D-22
若年者エナメル上皮腫の検討

○西奥 卓央、片岡 利之、赤城 裕一、貝淵 信之、  
安藤 智博
東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座

当科で治療した若年者エナメル上皮腫について、臨床的検討を
行ったので代表症例を供覧し報告する。症例は 1992 年 1 月から
2019 年 12 月までに病理組織学的にエナメル上皮腫と診断し治療
した全 54 例の中から 15 歳以下の症例を対象とした。診療録から
年齢，性別，発生部位，エックス線学的所見，術前臨床診断，
WHO 分類、手術方法、治療転帰について検討した．結果は、
男児 4 例、女児 2 例で全体の 11.1%であった。初診時年齢 9 歳か
ら 15 歳、腫瘍は全て下顎臼歯部に発生し埋伏歯を含んでいた。
初診時パノラマ X 線写真で、多胞性透過像 4 例、単胞性透過像
2 例であった。術前診断は、生検が行われた 4 例は全てエナメル
上皮腫、残り 2 例のうち 1 例はエナメル上皮腫、他の 1 例は歯原
性嚢胞であった。治療は摘出掻爬術 3 例、開窓術 3 例、治療転帰
は通院が途絶えたのち再発を認めた 1 例以外に腫瘍の再発は認め
ていない。WHO 分類は全て充実型 / 多嚢胞型であった。エナメ
ル上皮腫の治療は根治性を追求すれば腫瘍の完全摘出が望まれる
が、術後の顎発育や顔貌に与える影響は少なくない。若年患者症
例では治療方針の選択に患児の身体・精神的な成長発達、永久歯
列完成前であれば腫瘍内の埋伏歯の萌出・牽引などの可能性も考
慮する必要がある。開窓術により良好に経過している症例もある
が、予後については長期の経過観察が望ましいと考える。
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一般演題（ポスター）

ポスター1-1 基礎 P1-1-1〜P1-1-6

ポスター1-2 基礎 P1-2-1〜P1-2-4

ポスター1-3 基礎 P1-3-1〜P1-3-5

ポスター1-4 基礎 P1-4-1〜P1-4-5

ポスター1-5 基礎 P1-5-1〜P1-5-5

ポスター1-6 症例報告 P1-6-1〜P1-6-5

ポスター1-7 症例報告 P1-7-1〜P1-7-6

ポスター1-8 症例報告 P1-8-1〜P1-8-5

ポスター1-9 症例報告 P1-9-1〜P1-9-5

ポスター1-10 症例報告 P1-10-1〜P1-10-5

ポスター1-11 症例報告 P1-11-1〜P1-11-5

ポスター2-1 臨床研究 P2-1-1〜P2-1-6

ポスター2-2 臨床研究 P2-2-1〜P2-2-6

ポスター2-3 臨床研究 P2-3-1〜P2-3-6

ポスター2-4 臨床研究 P2-4-1〜P2-4-5

ポスター2-5 臨床研究 P2-5-1〜P2-5-6

ポスター2-6 臨床研究 P2-6-1〜P2-6-5

ポスター2-7 臨床研究 P2-7-1〜P2-7-6

ポスター2-8 症例報告 P2-8-1〜P2-8-6

ポスター2-9 症例報告 P2-9-1〜P2-9-5

ポスター2-10 症例報告 P2-10-1〜P2-10-5

ポスター2-11 症例報告 P2-11-1〜P2-11-5
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P1-1-1
口腔扁平上皮癌における線維芽細胞増殖阻害薬の浸潤・
転移抑制効果

○野口 夏代、小林 泰、宮澤 真優子、宮澤 広樹、  
北原 寛子、大井 一浩、加藤 広禄、中村 博幸、  
川尻 秀一
金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　医学系　医学専攻　外
科系医学領域　顎顔面口腔外科学分野

【目的】癌の浸潤能は癌細胞自身の悪性度だけではなく癌間質が
重要な役割を果たしていることを報告してきた。中でも癌細胞周
囲の線維芽細胞は癌の浸潤・転移に対して大きく影響しているこ
とを報告している。そこで本研究では口腔扁平上皮癌をマウスに
正所性移植する浸潤・転移モデルを用いて、臨床で使用されてい
る線維芽細胞増殖阻害剤（ピルフェニドン）と FGF レセプター
を阻害する分子標的治療薬（ニンテダニブ）を使用し、癌浸潤と
間質ならびにリンパ節転移に対する効果を検討した。【方法】高
浸潤性のヒト口腔扁平上皮癌細胞株の OSC-19 細胞をヌードマウ
スの舌に移植し、翌日よりマウスの腹腔内にピルフェニドンとニ
ンテダニブを連日 15 日間投与した。対照群、ピルフェニドン投
与群、ニンテダニブ投与群、ピルフェニドンとニンテダニブの併
用投与群に分け、腫瘍の増殖、浸潤、間質線維芽細胞に対する効
果とリンパ節転移に対する効果について検討した。【結果】腫瘍
の体積はニンテダニブ投与群で顕著に減少がみられた。病理組織
像では膠原線維の量がニンテダニブ投与群と併用投与群において
減少、CAF の発現は併用投与群において減少、FGF-2 の発現は
ニンテダニブ投与群で減弱していた。リンパ節転移率は併用投与
群で顕著に低くなっていた。【結論】以上より線維芽細胞の阻害
薬を投与することで、癌細胞の増殖、浸潤抑制効果とリンパ節転
移抑制効果が認められることが明らかになった。

P1-1-2
口腔扁平上皮癌細胞とFGF受容体IIIc isoform

○堀田 麻実、吉澤 邦夫、角田 達哉、木村 裕二郎、  
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講座

【目的】FGFR c isoform は間葉系細胞（M-OSCC cells）に、b 
isoform は上皮系細胞（E-OSCC cells）に発現し、上皮特異的選
択的スプライシング因子 ESRP によって発現制御され、EMT（上
皮間葉転換）に深く関与している。さらに c isoform のリガンド
である FGF-2, 4 は TGF-β誘導性 EMT を協調的に増強する。
そこで本研究では口腔癌における IIIc isoform の機能解析を目的
に、その発現・機能解析や細胞機能との関連性を検討した。【材料・
方法】複数の口腔扁平上皮癌細胞を用いて FGFR と ESRP の発
現特性を rRT-PCR 法ならびにウェスタンブロット法により解析
した。さらに c isoform のノックダウン細胞を作製し、浸潤能、
細胞増殖能を検討した。【結果・結論】約 10 種類の口腔がん細
胞を用いて検討した結果、M-OSCC cells のみで FGFR c isoform
が発現し、FGF2 は増殖能や浸潤能を亢進し、FGFR siRNA や阻
害剤 SU5402 はそれらを抑制した。さらに、ZEB の発現が亢進し
ていた。また E-OSCC cells の ERK1/2 のリン酸化は、血清飢餓
により減弱されるのに対し、M-OSCC cells の ERK1/2 のリン酸
化は、血清飢餓状態でも持続された。このことから、FGFR IIIc 
isoform を活性化する因子の自己分泌が示唆され、実際 FGF2 の
mRNA が M-OSCC cells では非常に高いことがわかった。したが
って、これらの細胞では、ZEB の発現が恒常的に高く、ESRP が
低下し、c isoform は発現することで高い悪性形質を維持してい
ると考えられた。

P1-1-3
シスプラチン耐性OSCCは、PD-L2発現を上昇させ、浸
潤能を獲得する

○首藤 俊一 1）、大林 佑子 1）、安西 寛真 1）、森 志穂美 3）、  
佐々木 三奈 1）、勝俣 由里 1）、平木 昭光 1）、池邉 哲郎 3）

1）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学、
2）福岡歯科大学　細胞分子生物学講座　細胞生理学分野、
3）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

【目的】 現在、頭頸部領域におけるプラチナ製剤治療後の癌細胞
の再発や病勢進行に対し、PD-1 受容体遮断による腫瘍特異的 T
細胞の疲弊の回避を目的とした抗 PD-1 抗体薬の有効性が多く報
告されている。しかし、PD-L1 と比較して、この一連の治療時
の PD-L2 発現メカニズムや役割は不明なままである。 そこで、
口腔扁平上皮癌細胞の PD-L2 の発現とその臨床的役割に関して
探索を行った。【材料および方法】 口腔扁平上皮癌細胞株（HSC-2
細胞）へのシスプラチン刺激による PD-L2 発現を定量性 RT-
PCR 法、ウェスタンブロット法、FACS 法及び免疫染色法で検
討した。PD-L2 発現細胞を用いて細胞増殖能、浸潤能、転移能
を検討した。さらに、TMA（組織マイクロアレイ）および、細
胞診により採取した癌細胞の免疫染色で PD-L2 の発現を確認し
た（福岡学園倫理審査承認番号 No.432）。【結果と考察】 シスプラ
チン刺激で PD-L2 発現は上昇し、調節因子 STATs 系の関与が
示唆された。PD-L2 発現陽性細胞では浸潤能や転移能が増加し、
実際の口腔癌患者の細胞、組織でも PD-L2 が発現していた。以
上より、シスプラチン投与で耐性を獲得した口腔扁平上皮癌細胞
は、PD-L2 の発現を上昇させ、がん細胞の増悪化の一要因となる
ことが考えられた。 これらの結果は、口腔癌に対するプラチナ
製剤を用いた化学療法はその耐性細胞の PD-L2 発現を上昇させ、
再発や病勢進行を起こしている癌細胞に対する抗 PD-1 抗体薬の
効果の有用性を示した。

P1-1-4
口腔扁平上皮癌細胞由来エクソソームを介したシスプラ
チン耐性獲得機構の解明

○小野 喜章 1）、奥井 達雄 2）、國定 勇希 2）、小畑 協一 1）、  
吉岡 徳枝 2）、中村 友哉 2）、伊原木 聰一郎 2）、  
佐々木 朗 2）

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　口腔顎顔面外科学分野

【背景・目的】シスプラチン（CDDP）は口腔扁平上皮癌（OSCC）
を含む頭頸部癌の治療で最も一般的に用いられる薬剤であるが，
一部の症例において癌細胞が CDDP に対して抵抗性を示し，化
学療法が奏功せず，抗癌剤治療の障害となっている．近年，抗癌
剤耐性獲得機構の一つとして，癌細胞由来のエクソソームが薬剤
耐性を媒介する可能性があることが示唆されている．本研究で
は，OSCC の CDDP 耐性を媒介するエクソソームの役割を解明
することを目的とする．【方法・結果】In Vitro における CDDP
の殺細胞効果は MTT アッセイで測定し，各細胞株に対する 50%
細胞増殖阻害濃度（IC50）を算出した．比較した 6 種の OSCC 細
胞株の内 OSC-19 が最も CDDP に抵抗性を示し，またエクソソ
ーム分泌量が最も多かった．各細胞の培養上清から精製したエク
ソソームは，各種タンパク質マーカーの検出，粒子径解析および
透過型電子顕微鏡撮影により特徴付けられた．さらに OSC-19 由
来エクソソームを別の OSCC 細胞に添加した結果，対照群と比
較して，エクソソーム添加後の OSCC 細胞は有意に CDDP 耐性
の上昇を認めた．また，各 OSCC 細胞に CDDP を添加して培養
上清からエクソソームを精製したところ，エクソソーム分泌量は
顕著に増加した．【考察・結論】CDDP 暴露により OSCC 細胞の
エクソソームの分泌量が増加することが示唆された．またエクソ
ソームを介して CDDP に対する薬剤耐性を獲得することが示唆
された .
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P1-1-5
口腔扁平上皮癌細胞における、NF-kB経路を介した  
Platycodin Dの細胞増殖・浸潤能の抑制機構の解析

○角田 達哉、吉澤 邦夫、堀田 麻美、木村 裕次郎、  
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講座

【目的】我々は以前に、Platycodin D の口腔扁平上皮癌細胞にお
ける細胞増殖抑制効果を報告した。本研究においては Platycodin 
D の更なる抗腫瘍効果を探索するために、浸潤能の抑制効果、マ
ウスにおける腫瘍増殖抑制効果を検討した。【方法】実験に供し
た細胞株は、浸潤様式に基づいた口腔扁平上皮癌細胞株 4C 型：
OSC19、4D 型：HOC313 とした。これらの細胞を用い MTS 法、
Invasion assay、ウエスタンブロット法、リアルタイム PCR 法
を行い，PD のターゲット分子である NF-kB の発現を調べ、PD
の効果を検討した。また、HOC313 細胞を 8 週齢、雌の BALB/c 
ヌードマウスの頭頂骨に移植した後、PD を腹腔内投与した。屠
殺後、腫瘍を摘出して免疫化学染色法により NF-kB p65 の発現
を評価した。【結果】Platycodin D は OSCC 細胞浸潤と増殖を有
意に阻害した。ヌードマウス頭頂骨移植実験では、Platycodin D
投与群において移植腫瘍体積の減少を認め、免疫化学染色におい
て NF- κB p65 の発現を減少させた。【考察】本研究の結果によ
り、OSCC 細胞において Platycodin D が、NF-kB 経路を介して
抗腫瘍効果を有する事が示唆された。

P1-1-6
ヒト生体組織を模倣した三次元組織体を用いた口腔扁平
上皮癌の浸潤能の解析

○西山 今日子、岩井 聡一、岸本 聡子、森田 祥弘、  
竹下 彰範、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　口
腔外科学第二教室

【目的】癌の浸潤・転移機構の解明は癌治療の進展に寄与する。
しかし解析法として従来の二次元培養法は、生体組織で生じる事
象を必ずしも反映しない。本研究では、交互積層細胞コーティン
グ技術により、脈管系を有する三次元組織体を構築し、口腔癌
の遊走・浸潤能の評価の有用性を検討した。【方法】口腔扁平上
皮癌細胞株 SAS、HSC-3 に GFP 遺伝子導入した細胞と、in vivo 
selection により得た高転移能株（SAS-LM8）を使用した。ヒト
皮膚リンパ管内皮細胞をヒト皮膚線維芽細胞の積層体でサンドイ
ッチ培養することで、リンパ管網含有三次元組織体を構築した。
三次元組織体上面に口腔癌細胞を播種後、浸潤過程を観察し、
底面に到達した細胞数を測定した。従来の二次元培養評価法は
transwell chamber assay を用いた。【結果】口腔癌細胞株を播種
後の組織切片像を継時的に観察した結果、SAS 及び HSC-3 の三
次元組織体中への増殖・浸潤状態を観察できた。さらに Wnt5b
添加により、浸潤能の亢進が認められた。高転移能株（SAS-LM8）
を用いた解析においては、SAS よりも組織への浸潤能が高いこ
とが明らかとなった。【結論】脈管系を有する三次元組織体は、
口腔癌細胞の遊走・浸潤能の評価に有用であった。今後、癌細胞
の生体への浸潤過程における遺伝子・蛋白質発現の解析やバイオ
マーカーの検索に寄与できると考える。

P1-2-1
口腔扁平上皮癌の浸潤・転移におけるcytokeratin19の
役割〜ΔNp63との関わりについて〜

○田中 翔一、川野 真太郎、丸瀬 靖之、坂本 泰基、  
金子 直樹、橋口 有真、森岡 政彦、服部 多市、  
濱田 栄樹、樋渡 萌美、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】cytokeratin（CK）19 は、細胞骨格としての機能を果た
す一方、非小細胞肺癌のマーカーとして臨床応用されており、ま
た口腔扁平上皮癌（OSCC）でもその発現を認める。これまでに
我々は、Δ Np63 の発現減弱により OSCC の浸潤能が増強するこ
とを示した。さらに近年、CK19 と癌浸潤との関与が報告されて
いる。しかし、OSCC における CK19 の発現の意義やΔ Np63 と
の関連については不明であった。そこで、CK19 の役割を解明す
るため、CK19 やΔ Np63 の発現と OSCC の浸潤・転移との関連
について検討した。【材料・方法】OSCC 患者 100 例の生検組織
を用いて CK19 とΔ Np63 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、これらの発現を PCR 法にて
解析した。さらに、RNAi における機能解析を行なった。【結果】
生検標本では、CK19 の発現は浸潤先端部に向かうにつれて増強
する一方、Δ Np63 の発現は減弱した。CK19 の陽性率（LI）か
ら A 群（5%＜ LI）、B 群（5%≦ LI ＜ 77%）、C 群（77%≦）の
３群に分類したところ、C 群で頸部リンパ節転移や節外浸潤の発
生頻度が高かった。OSCC 細胞株では、高浸潤性 OSCC 細胞で
CK19 の発現が最も高かった。また、Δ Np63 をノックダウンす
ると、CK19 の発現が増強した。さらに、CK19 をノックダウン
すると、浸潤・遊走能が著しく抑制された。【結論】OSCC 浸潤
先端部でのΔ Np63 の減弱に伴う CK19 の発現増強が、OSCC の
運動能を亢進させ、癌の進展に寄与することが示唆された。

P1-2-2
プロスタグランディン受容体EP4 の口腔がん細胞遊走能
への影響とメカニズム解明

○大澤 昂平 1,2）、中鍛治 里奈 1,2）、小泉 敏之 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）横浜市立大学大学院　医学研究科　循環制御医学

【緒言】EP4 は Prostaglandin E2 の受容体の 1 つであり、大腸が
んや乳がんにおいて転移や遊走に影響する増悪因子として報告さ
れている。しかし詳細は不明な点が多く、口腔がんにおいては
報告がほとんどない。本研究では EP4 の口腔がんへの影響、な
かでも遊走に関わる細胞内シグナル因子としてよく知られてい
る Ca2+ との関連に注目し、メカニズム解析を行った。【材料・方
法】ヒト由来舌扁平上皮癌細胞株 HSC-3 に対して EP4、Ca ２＋チ
ャネルである Orai1 を shRNA レンチウイルスを使用してノック
ダウンした。遊走能は Scratch assay で評価した。Western blot
法で発現蛋白質を評価し、細胞内 Ca2+ を Ca2+ 感受性色素である
Fura-2 で評価した。免疫沈降法で EP4 と相互作用を示す蛋白質
の同定を行った。【結果】HSC-3 を EP4 アゴニストで刺激すると
有意に遊走能が亢進し、遊走に関与する蛋白質として知られてい
る ERK のリン酸化が有意に上昇した。また EP4 ノックダウン細
胞では有意に遊走能が低下した。免疫沈降法では EP4 と Orai1
の相互作用が示唆された。さらに、Orai1 ノックダウン細胞を
EP4 アゴニストで刺激をしても、細胞内 Ca2+ の上昇は認めず、
遊走能も亢進しなかったことから、EP4 刺激による Ca2+ の上昇
と遊走能亢進作用には Orai1 が必要であることが判明した。【結
論】EP4 が Orai1 を介し、細胞内 Ca2+ の調節を行うことで細胞
遊走能を調節していることが示唆された。
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P1-2-3
口腔扁平上皮癌細胞に対するCHK1、WEE1阻害剤処理
後の細胞周期動態

○野島 瞳 1,2）、小野里 祐佑 1）、戒田 篤志 1）、原田 浩之 2）、  
三浦 雅彦 1）

1）�東京医科歯科大学（TMDU）　大学院医歯学総合研究科　口腔
放射線腫瘍学分野、

2）�東京医科歯科大学（TMDU）　大学院医歯学総合研究科　顎口
腔外科学分野

【目的】CHK1、WEE1 は、G2/M チェックポイント機構のみな
らず、DNA 複製制御にも関与していることが判明し、それらの
阻害剤は、抗がん剤としても注目されている。しかし、その細
胞周期に及ぼす影響の特徴や違いに関しては未解明な部分が多
い。本研究では、両阻害剤が口腔扁平上皮癌細胞に及ぼす細胞周
期動態への影響について検討した。【材料・方法】細胞周期可視
化システム（Fucci）を導入したヒト舌扁平上皮癌由来 SAS 細胞
を使用し、阻害剤は CHK1、WEE1 阻害剤、スピンドルチェッ
クポイントを解除する MPS1 阻害剤を用いた。【結果】いずれの
阻害剤においても、M 期の延長と細胞質分裂を経ずに M 期から
G1 期へと進行する endomitosis とよばれる特徴的な現象を認め
た。CHK １阻害剤処理後の主な細胞死様式は、S 期でγ H2AX
陽性細胞が増加し、そのまま endomitosis を経て多倍体を形成
することであった。一方 WEE1 阻害剤では、10 時間を超える
M 期の延長と異常な Fucci の赤色蛍光を示す現象が重要と考え
られた。MPS1 阻害剤併用により、WEE1 阻害剤による特徴は
endomitosis 以外完全に喪失し、生存率においては、相殺効果を
認めた。【結論】CHK1、WEE １阻害剤処理による特徴的な細胞
周期動態を捉えることに成功し、両阻害剤では、異なる過程を通
じて細胞死に至ることが明らかとなった。

P1-2-4
テトラチオモリブデン酸アンモニウムはATP7Bの抑制
を介してシスプラチンの抗腫瘍効果を増強する

○竜門 省二、奥井 達雄、長谷川 利聡、國定 勇希、  
清水 理恵子、岸本 晃治、伊原木 聰一郎、佐々木 朗
岡山大学�口腔学顔面外科学分野

シス - ジアンミンジクロロ白金（シスプラチン : CDDP）は口腔
扁平上皮癌（OSCC）患者に頻用される抗腫瘍薬である。多くの
OSCC 患者は通常，CDDP 治療に対して良好な反応を示すが，
CDDP 耐性の発現が臨床的有効性を著しく低下させる。CDDP
耐性の 1 つの重要なメカニズムは，CDDP の細胞内蓄積濃度の
減少であり CDDP の細胞内流入の抑制や細胞外流出の増加よっ
て起こると考えられている。銅トランスポーターである ATPase 
copper transporting beta（ATP7B）は癌細胞からの CDDP 流出
に関連していることが明らかにされている。また，銅トランスポ
ーターの発現は血清銅濃度と密接に関係している。テトラチオモ
リブデン酸アンモニウム（TM: Ammonium tetrathiomolybdate）
は，銅代謝障害および Willson 病の治療に開発された銅キレート
剤である。我々は TM が骨侵襲性 OSCC 細胞に対して骨保護効
果を有することを証明したが（森澤ら ,2018），OSCC 細胞にお
ける CDDP の蓄積に対する TM の潜在的な影響は明らかではな
い。我々は，TM が OSCC 骨破壊マウスモデルにおいて ATP7B
抑制を介して CDDP の抗腫瘍効果を増強することを明らかにし
た。

P1-3-1
テロメアDNA構造結合性化合物による新規癌治療薬の開
発

○福田 晃 1）、矢田 直美 3）、山形 真有香 1）、笹栗 正明 1）、  
松尾 拡 3）、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）九州歯科大学健康増進学講座口腔応用薬理学分野、
3）九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野

我々はこれまでに、テロメア DNA 構造結合性化合物である環状
ナフタレンジイミド（cyclic naphthalene diimide；cNDI）およ
び環状アントラキノン（cyclic anthraquinone；cAQ）の癌およ
び正常組織由来の培養細胞に対する増殖抑制効果について検討
し、両化合物は共に正常細胞よりも癌細胞に対して高い選択性
をもって増殖を抑制することを確認した。また各細胞における
TERT 遺伝子の mRNA 発現レベルと増殖抑制効果の比較から、
その作用は主としてテロメラーゼの産生抑制と関連する可能性
が示された。そこで今回は個体レベルでのこれら化合物の安全
性を確認するためにヌードマウスによる実験を行った。5 週齢の 
KSN/Slc マウス 12 匹を用いた。これを 4 群に分け、各群に 0.003 
mmol/kg の cAQ と cNDI、0.03 mmol/kg の CDDP および生理
食塩水を 2 日毎に腹腔内投与した。合計 5 回の薬物投与後に採
血し生化学検査に供した。血清の生化学検査において CDDP 投
与群では腎および肝臓の機能異常を反映する値を示し、体重も減
少していた。一方、新規化合物投与群では、腎および肝機能に関
連する生化学検査値には異常を認めなかった。以上の結果より、
個体レベルで新規化合物は CDDP と比べて正常組織への毒性が
少なく安全性が高いことが確認出来た。今後は in vivo での抗腫
瘍効果についても検討予定である。

P1-3-2
口腔扁平上皮癌におけるCXCR4阻害の抗腫瘍血管治療
の有用性の検討

○河合 穂高、吉田 沙織、高畠 清文、中野 敬介、長塚 仁
岡山大学　医歯薬学総合研究科　口腔病理学分野

【目的】ケモカイン受容体である CXCR4 は、骨髄幹細胞 niche
の調整や免疫調節などへの関与が知られている。また、一部の腫
瘍で CXCR4 は予後不良因子であり、転移促進的に働くことが報
告されている。当グループは口腔扁平上皮癌の間質の腫瘍血管に
CXCR4 が発現していることに注目し、CXCR4 阻害が抗腫瘍血
管治療の標的になり得るか検討を行った。【方法】ヒト扁平上皮
癌細胞 HSC2 をマウスの背部皮下に移植し、CXCR4 のアンタゴ
ニストである AMD3100 を 50μg/day の容量で腹腔内に連日投
与した（以下投与群とする）。対照群には生理食塩水を同量投与
した。投与開始から 21 日後に腫瘍組織を摘出して組織標本を作
製し、病理組織学的および免疫組織化学的な検討を行った。【結果】
投与群は対照群と比較して腫瘍組織内の壊死領域の面積が優位に
増加していた。また投与群の腫瘍血管は対照群と比較して血管長
が短く、太い血管や分枝した血管に乏しかった。そのほかの臓器
では、両群で組織学的な変化はみられなかった。【考察】CXCR4
の阻害によって腫瘍血管新生が阻害され、腫瘍壊死が誘発される
可能性が示唆された。また、腫瘍組織以外の臓器で、血管障害に
伴う副作用はみられなかった。CXCR4 の阻害は口腔扁平上皮癌
における抗腫瘍血管治療への高い有用性が考えられた。
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P1-3-3
ヒト舌扁平上皮癌由来細胞株の樹立とその特徴

○佐久間 要 1）、城井 友幸 1）、高橋 悠 1,2）、渡邊 美穂 1,3）、  
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、
3）筑波大学医学医療系脳神経外科臨床再生医療研究室

【目的】今回、我々は舌癌由来の扁平上皮癌組織から細胞株
（NOKT-1）を得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】74 歳男性の舌癌組織を細切し、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、NOKT-1 を
樹立した。次に、この細胞株を nude マウス皮下に移植、6 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】病理組織的に中分化型扁平上皮癌と診断された
組織から樹立された NOKT-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、いずれの細胞にも少量発現を認めた。一
方、NOKT-1 由来移植癌組織は、原発巣と類似した組織像を示し
ており、移植癌由来細胞株では、細胞免疫染色にて NOKT-1 と
類似の結果を示した。さらに CD-DST 法で確認した抗癌剤感受
性は、生検組織、細胞株（NOKT-1）、NOKT-1 由来移植癌組織
において類似した結果となった。【結論】ヒト舌扁平上皮癌由来
の癌細胞株（NOKT-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。

P1-3-4
上皮間葉転換とスフェア形成能との関連についての検討

○藤林 えみ、田中 晋、内橋 俊大、須河内 昭成、  
平岡 慎一郎、相川 友直、古郷 幹彦
大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室、大阪、日本

【目 的 】 上 皮 間 葉 転 換（以 下 EMT） や 間 葉 上 皮 転 換（以 下
MET）が腫瘍の転移や浸潤に関連すると注目を集めている。
EMT を経た細胞が癌幹細胞の特性の一つであるスフェア形成能
を獲得するという報告があり、EMT とスフェア形成能との関連
が示唆されているが、その詳細な分子機構は明らかではない。
今回 EMT-MET を経た細胞集団とスフェア形成率を上昇させた
細胞集団との比較検討を行った。【方法】EMT-MET 誘導性の細
胞集団（SAS-δ）は、口腔扁平上皮癌細胞株 SAS を in vitro に
おいて TGF- β 1 刺激により遊走能が亢進した細胞を回収し、
TGF-β1 刺激を解除して MET を誘導することで樹立した。また
スフェア形成誘導性の細胞集団（eSAS）は、スフェロイドキャ
ッチを用いてスフェア形成能が高い細胞を回収し樹立した。この
3 郡を用いてスフェア形成率、それに関わる分子生物学的な変化
を比較検討した。【結果】SAS-δおよび eSAS は高いスフェア形
成能を有した。SAS-δが Hippo 経路に破綻を来し足場非依存的
な増殖能を有したが、eSAS にはその性質の獲得を認めず、DNA
マイクロアレイにてヘッジホッグシグナル上流の HHAT が高い
発現を示したことからその関連が示唆された。【結論】EMT を
経た細胞の持つ高いスフェア形成能は、癌幹細胞の持つスフェア
形成能と異なる分子機構で獲得されている可能性が示唆された。

P1-3-5
口腔がん患者の唾液中における細菌叢メタゲノム解析

○市川 はるの 1）、熊谷 賢一 1,2）、石川 恵生 3）、  
佐藤 光一郎 1）、北畠 健一郎 4）、菅野 絢子 3,5）、  
枝松 薫 3）、加藤 晃一郎 6）、増田 千恵子 6）、藤原 久子 1,7）、  
堀江 彰久 6）、川口 浩司 1）、飯野 光喜 3）、濱田 良樹 1）

1）鶴見大学　歯学部　口腔顎顔面外科学講座、
2）独立行政法人　国立病院機構　相模原病院�臨床研究センター　臨床免疫研究室、
3）山形大学　医学部　歯科口腔・形成外科学講座、
4）公立置賜総合病院　歯科口腔外科、
5）医療法人徳洲会　山形徳洲会病院　歯科口腔外科、
6）独立行政法人労働者健康福祉機構　関東労災病院　歯科口腔外科、
7）鶴見大学短期大学　歯科衛生科

【目的】口腔がんの発症に直接細菌が関与するか否かは不明である。
一方、唾液は口腔内細菌叢と生体内の免疫応答のインターフェイス
としての役割を担っており、非侵襲的に均一の検体が採取可能であ
ることから、口腔内細菌叢の構成を表出する上で最適かつ合理的な
バイオソースとして注目されている。本研究では、口腔がん患者と
健常者の唾液中の口腔内細菌叢を比較検討することで、口腔がんの
発症に関わる口腔内細菌を解明することを目的とした。

【方法】鶴見大学歯学部附属病院および山形大学医学部附属病院
で加療中の口腔がん患者 23 名を対象に、安静時唾液を 5cc 採取し
た。対照として、健常者 96 名の唾液を用いた。Isospin Soil DNA 
Kit Plus ver.2（日鉄住金環境株式会社、Tsukuba）を用いて、唾
液から細菌ゲノム DNA を抽出した。抽出 DNA 試料から、MiSeq 
Reagent Kit v3（Illumina, San Diego, USA）を用いて 16S rRNA
遺伝子の塩基配列データ解析を行った。

【結 果 】門レベルでは、TM7 門が 健 常 者 群に 比 べ て口 腔 が
ん 患 者 群 で 有 意 に 少 な か っ た （p=0.025）。 属 レ ベ ル で は、
Kingella 属と Bacteroides 属が口腔がん患者群で有意に多かった

（p=0.025,0.002）。また、口腔がん患者群の中で T 分類による門、属
レベルでの有意差は認められなかった。

【結論】健常者群に比べて口腔がん患者の唾液中では、有意に TM7
門が少なく、Kingella 属と Bacteroides 属が多かった。

P1-4-1
非燃焼・加熱式タバコ煙抽出液を用いたヒト口腔ケラチ
ノサイト培養モデルのmicroRNA発現変動解析

○森下 佳学、鯉江 信、長谷川 正午、宮部 悟、渡邊 晢、  
後藤 満雄、宮地 斉、長尾 徹
愛知学院大学歯学部附属病院　顎顔面外科学講座

【緒言】燃焼式タバコに含まれるさまざまな有害物質と発がんの
関係は明らかとなっているが、非燃焼 ･ 加熱式タバコ（Heat-not-
burn, HNB）と発がんとの関係は不明である。一方、mRNA を
標的として遺伝子の発現制御を行う microRNA（miRNA）が発
がんの分野で注目されている。本研究では，燃焼式タバコおよび
HNB タバコによる口腔ケラチノサイト miRNA の発現変動につ
いて検討した。【材料・方法】初代培養正常ヒト口腔ケラチノサ
イト（Human Oral Keratinocytes: HOK）へ燃焼式および HNB
のタバコ煙抽出液を曝露し、細胞増殖能を測定した。同細胞よ
り total RNA を抽出し miRNA マイクロアレイを用いて発現解析
を行った。クラスタリング処理したヒートマップ解析にて変動
した miRNA をピックアップした。【結果】いずれのタバコ煙抽
出液曝露群においても HOK 細胞増殖能の低下を認めたが，HNB
群の方がより増殖能が低下した。燃焼群では 6 種類の miRNA の
発現増加、8 種類の miRNA の発現低下、HNB 群では 5 種類の
miRNA の発現増加、14 種類の発現低下を認めた。【考察】HNB
タバコは燃焼式タバコと比較し細胞毒性が低いと報告されてい
る。本研究においては燃焼式タバコと同様に onco-miR の発現変
動が観察され、HNB タバコも発がん性を有する可能性が示唆さ
れた。
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P1-4-2
Tetraspanin15（Tspan15）の包括的発現解析による
口腔癌の進展調節機構の解明

○野淵 嵩史 1）、伊豫田 学 2）、小池 一幸 2）、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】Tetraspanin15（Tspan15）は細胞遊走に関与するだけでな
く , A Disintegrin and metalloproteinase10（ADAM10）の成熟
および細胞膜への定着に関与する膜貫通型タンパクである．その
詳細なメカニズムは未だ報告されていないため，本研究では口腔
癌（OSCC）における Tspan15 の分子生物学的役割を解明するこ
ととした．【材料及び方法】OSCC 細胞株 10 種，臨床検体 100 例
における Tspan15 の発現状況を RT-qPCR 法，Western blot 法，
免疫組織染色法を用いて包括的に解析した．Tspan15 発現抑制株
を作製し，細胞増殖能試験，浸潤能試験，遊走能試験により細胞
表現型を解析し，さらに ADAM10，N-cadherin，β-catenin の
発現状況を Western blot 法，ELISA 法，蛍光免疫細胞染色を用
いて確認した． 【結果】10 種の OSCC 細胞株において正常口腔
上皮細胞株と比較し Tspan15 は発現亢進していた．臨床検体に
おいても高発現を呈しており，原発腫瘍径，臨床病期，リンパ節
転移と有意に相関していた．Tspan15 発現抑制株では，細胞浸潤
能 , 細胞遊走能が著明に低下し，可溶性 N-cadherin，ADAM10
および N-cadherin の発現低下を認め，β-catenin の核内移行は
抑制されていた．【結論】Tspan15 は口腔癌において N-cadherin
の分解およびβ-catenin の核内移行を制御することで，癌転移・
浸潤に関与することが明らかになり，今後重要な治療標的となる
可能性が示唆された．現在，標的治療薬を検索中である．

P1-4-3
CRTC1-MAML2融合遺伝子の発現を認めた粘表皮癌培
養細胞の樹立と細胞生物学的特徴の解析

○吉田 和功 1）、野口 一馬 1）、大森 雄司 1）、神田 修治 1）、  
吉川 恭平 1）、山根木 康嗣 2）、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】粘表皮癌（MEC）は唾液腺悪性腫瘍の中で最も発生頻度
が高い。CRTC1-MAML2 融合遺伝子を 40 ～ 80%の頻度で認め、
CREB 活性化による腫瘍増殖と、EGFR リガンドの amphiregulin

（AREG）による細胞内シグナル伝達が報告されているが、培養
細胞を用いたメカニズムの解析は進んでいない。われわれは手
術検体から MEC 培養細胞を作製し、融合遺伝子を中心に細胞生
物学的特徴を解析したので報告する。【対象および方法】46 歳の
女性に発症した Low-grade MEC より MEC 培養細胞を作製し、
CRTC1-MAML2 融合遺伝子および関連タンパクの発現を検討し
た。【結果】STR 法にて、樹立した細胞が患者由来であること
を確認した。RT-PCR 法により MEC 培養細胞における CRTC1-
MAML2 融合遺伝子の発現を、Sanger 法にて CRTC1-exon1 と
MAML2-exon2 の融合部のシークエンスを行った。また Western 
Blotting 法および免疫細胞染色にて MAML2、AREG、EGFR の
発現を認めた。【考察】MEC は細胞増殖速度が緩徐なため、培養
細胞の作製が困難で、これまでの研究は病理学的解析が中心であ
った。今後、EGFR-AREG シグナル経路を中心に MEC の生物学
的特徴の解析を行い、新規治療法の開発につなげたい。

P1-4-4
口腔扁平上皮癌における転移関連 microRNA の探索

○徳善 紀彦、中城 公一、栗林 伸行、合田 啓之、  
内田 大亮
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】癌細胞の転移には多様な遺伝子異常が関連しており、転
移の有無は重要な予後因子の一つである。今回、われわれは口腔
扁平上皮癌の転移に関連する microRNA（miRNA）を探索する
事を目的とした。【材料と方法】口腔扁平上皮癌手術標本の腫瘍
および隣接正常部より抽出した total RNA を用いて miRNA マ
イクロアレイによる網羅的発現解析を行い、腫瘍部と正常部に
おけるそれぞれの発現量を比較した。有意に発現変動を認めた 
miRNA とリンパ節転移や遠隔転移との関連性を検討した。マイ
クロアレイの結果を検証するために頸部リンパ節転移の有無によ
って症例を分類し、それぞれの原発腫瘍組織中の miRNA の発現
をリアルタイム RT-PCR 法にて比較検討した。【結果】マイクロ
アレイの結果、腫瘍部において 5 倍以上の有意な発現変動を示
す miRNA が 15 種類抽出された。これら miRNA とリンパ節転
移や遠隔転移との関連性を検討したところ、遠隔転移に関連する 
miRNA は認められなかったものの、リンパ節転移と有意な相関
を示す miRNA として miR-375 を同定した。リアルタイム RT-
PCR 法にて比較検討したところ、 マイクロアレイ解析と同様に
転移を有する症例では有意に miR-375 の発現低下を認めた。さ
らに、転移巣由来の細胞株では有意に miR-375 の発現低下を認
めた。【結語】口腔扁平上皮癌において miR-375 の発現がリンパ
節転移の予測に有用となる可能性が示唆された。

P1-4-5
口腔扁平上皮癌におけるΔNp63を介したPAR1の発現
と機能について

○服部 多市、川野 真太郎、金子 直樹、坂本 泰基、  
丸瀬 靖之、田中 翔一、濱田 栄樹、樋渡 萌美、  
三善 康大、白石 由梨香、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】protease-activated receptor（PAR）1 は、G 蛋白共役型
受容体である。PAR は、細胞外に露出している N 末端ペフチト
鎖が thrombin により特定部位で切断され、新し作り出された N
末端構造が ligand として受容体の細胞外第 2 ループに結合し、
活性化されることにより上皮 - 間葉転換（EMT）を起こすと報
告されている。これまで我々は、浸潤先端部においてΔ Np63 の
発現減少、PAR1 の発現増加を示してきたが、その詳細は不明で
あった。今回、 PAR1 の役割を明らかにするために、口腔扁平上
皮癌（OSCC）における PAR1 の発現と EMT の関連について検
討を行った。【材料・方法】OSCC 標本を用いて臨床病理学的所
見と PAR1 発現の関連を免疫組織化学的染色法で評価した。ま
た、OSCC 細胞株を用いて PAR １、thrombin の発現を検索し
た。PAR1-siRNA 導入が、OSCC 細胞へ与える影響について解
析した。【結果】OSCC 標本では、浸潤先端部において PAR1 発
現が増加し、頚部リンパ節転移の発生率、生存率の間に関連を認
めた。また、高転移株 SQUU-B 細胞において PAR1、thrombin
の発現増加を認めたが、SQUU-B 細胞をΔ Np63 の強制発現する
と、発現減少を認めた。さらに、SQUU-B 細胞に PAR1-siRNA
を導入したところ、上皮系マーカーの発現量増加、間葉系マーカ
ー、EMT 関連遺伝子の発現量減少を認め、遊走能、浸潤能の低
下を認めた。【考察】OSCC において PAR1 がΔ Np63 を介して
EMT に関与し、悪性形質を獲得に寄与するが示唆された。
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P1-5-1
口腔扁平上皮癌におけるDNA損傷応答の抑制は化学療法
剤によるアポトーシス誘導を促進する

○大林 佑子 1,2）、首藤 俊一 1）、森 志穂美 3）、安西 寛真 1）、  
吉住 潤子 1）、橋本 憲一郎 1）、池邉 哲郎 3）、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　細胞分子生物学講座　分子機能制御学分野、
3）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

【緒言】DNA 損傷応答は、DNA 上に生じた傷に応答して細胞周
期の進行を停止し、DNA 修復あるいはアポトーシスを誘導する
ことでゲノムの恒常性を維持するための重要な機構である。そ
のため抗癌剤による化学療法においては、DNA 損傷応答の活性
化が細胞の薬剤感受性と密接に関わることが知られている。また
DNA 損傷応答で機能する中心的なタンパクキナーゼは ATR と
されている。今回、その制御因子 TopBP1 の抑制が、口腔癌細
胞のシスプラチンの感受性に及ぼす影響を解析した。【材料・方法】
口腔扁平上皮癌細胞株 SAS、HSC3 を用いて、siRNA を導入し
TopBP1 遺伝子抑制細胞を作成した。SAS, HSC3 に対し、シス
プラチン処理後のアポトーシス誘導の活性化に関してはフローサ
イトメトリーによる解析、また DNA 損傷応答関連タンパク質の
活性化および DNA 損傷の蓄積についてはウエスタンブロット法
にて解析した。【結果】作成した TopBP1 ノックダウン細胞に対
しシスプラチン処理を行ったところ、薬剤感受性が亢進し、細胞
死誘導の指標である subG1 細胞の割合、ならびに Caspase9 の活
性化が増加した。この時、DNA 損傷応答の活性化の指標となる
CHK1 のリン酸化が有意に低下していることが、ウエスタンブロ
ット法により確認できた。また DNA の 2 重鎖切断の指標となる
H2AX のリン酸化が亢進していた。【結語】TopBP1 が化学治療
薬に対するがん細胞の感受性を促進させ、治療戦略の標的となり
うる可能性が示唆された。

P1-5-2
GIMAP2の過剰発現は細胞周期を経由した抗アポトーシ
スを阻害し口腔扁平上皮癌の増殖に寄与する

○小松 万理 1）、齋藤 謙悟 2）、小池 一幸 3）、伊豫田 学 3）、  
中嶋 大 3）、笠松 厚志 3）、椎葉 正史 4）、鵜澤 一弘 1,3）、  
丹沢 秀樹 1,3）

1）千葉大学大学院　医学研究院　口腔科学講座、
2）千葉大学大学院医学研究院　分子ウイルス学講座、
3）千葉大学医学部附属病院　歯科・顎・口腔外科、
4）千葉大学大学院医学研究院　臨床腫瘍学講座

【目的】GTP 結合タンパクの 1 つである GTPases of immunity-
associated proteins（GIMAP）ファミリーの GIMAP2 は、口腔
扁平上皮癌（OSCC）における網羅的遺伝子発現解析にて発現が
亢進した。本研究の目的は GIMAP2 が OSCC に与える影響を分
子生物学的に解明することである。【方法】OSCC 由来細胞株 10
株における GIMAP2 の発現状況を qRT-PCR 法・Western blot
法にて解析した。臨床検体 100 検体にて、免疫組織学的染色を
行い GIMAP2 の発現と臨床指標の相関を統計学的に解析した。
shRNA にて GIMAP2 発現抑制細胞株を樹立し、細胞増殖能試
験を行った。細胞周期解析にて、GIMAP2 発現抑制株における
制御機構を評価し、細胞周期やアポトーシス関連因子のタンパ
ク発現を評価した。【結果・考察】OSCC9 細胞株にて GIMAP2
の発現が有意に亢進した（p ＜ 0.05）。同様に臨床検体にて、
GIMAP2 の有意な発現亢進を確認した（p ＜ 0.05）。その発現様
相は、T-primary tumor や TNM-stage 分類において有意な相関
を認めた（p ＜ 0.05）。GIMAP2 の発現抑制株にて細胞周期解析
を行うと G1 期停止を認め、CDK4、CDK6 と pRb （S780） の発
現低下、p53 と p21 の増強を認めた。またアポトーシスに関わる
因子にて、Bcl-2 の発現低下と Bak や Bax の増強を認めた。【結論】
本研究により、GIMAP2 の発現抑制により G1 期停止と抗アポト
ーシスが抑制され、腫瘍増殖が促進されたことから、GIMAP2
は OSCC における腫瘍進展の重要な因子と考えられた。

P1-5-3
深層学習による口腔細胞診および診断に役立つ画像特徴
の考察

○彌榮 有美 1）、見立 英史 2）、三好 亮平 1）、宮田 ゆかり 1）、  
梅根 健太 1）、石川 玄 1）、周 筝 1）、緒方 絹子 2）、  
楢原 峻 2）、宮本 潤哉 1）、酒井 智弥 1）、大場 誠悟 2）、  
朝比奈 泉 2）

1）�長崎大学　大学院工学研究科　電気・情報科学部門　情報応
用工学分野、

2）長崎大学　大学院医歯薬総合研究科　顎口腔再生外科分野

　口腔がんは年間一万五千名が罹患し、約七千名が死亡（死亡
率 46%）する希少がんである。早期発見・治療が求められるが、
初期の口腔がんの見た目は口内炎に非常に似ており、良悪性の鑑
別に口腔細胞診が有用である。その口腔細胞診は病理医不足の現
状にあり、病理医は経験知を要す。一方、細胞診クラス分類済み
画像が大量にあれば、深層学習に代表される人工知能（AI）を
応用することで、細胞診を自動化する技術の開発を見込める。ま
た、診断に役立つ細胞の画像の特徴を統計的に考察することも可
能になる。
　本研究では、口腔細胞診のクラス分類を行う画像識別器を構築
する。また、画像識別器がクラスの決定に用いた主な特徴量およ
び特徴マップを可視化し、分類結果の正当性および診断に役立つ
画像特徴について検討する。長崎大学病院口腔外科において口腔
細胞診施行例を対象とした。診査では液状および擦過細胞診を同
時に施行しており、両者を使用した。各細胞診画像には、パパニ
コロウ染色された複数の細胞が写っており、全細胞から総合的
に判断したクラス I ～ V のラベルが付与されている。与えられ
た細胞診画像に対して、悪性が疑われるクラス III 以上か否かを
出力する画像識別器を全層畳み込みニューラルネット（FCNN）
で構築した。また、細胞の検出とクラス分類を同時に達成する
Detectron の応用も試みた。検出・識別の性能の詳細は口演にて
報告する。

P1-5-4
CT画像における頸部リンパ節の自動検出と口腔がん転移
識別

○石川 玄 1）、見立 英史 2）、三好 亮平 1）、宮田 ゆかり 1）、  
梅根 健太 1）、彌榮 有美 1）、周 筝 1）、緒方 絹子 2）、  
楢原 峻 2）、宮本 潤哉 1）、酒井 智弥 1）、大場 誠悟 2）、  
朝比奈 泉 2）

1）�長崎大学　大学院工学研究科　電気・情報科学部門　情報応
用工学分野、

2）長崎大学　大学院医歯薬総合研究科　顎口腔再生外科分野

　口腔がんは頸部リンパ節転移の評価が重要であり、CT および
超音波検査による画像診断が行われる。CT 画像の読影によって
頸部リンパ節の転移を判別するためには、CT 画像からリンパ節
の領域を特定し、転移の有無を表す特徴を調べる必要がある。リ
ンパ節のがん転移を識別する既存の画像認識技術は、リンパ節の
領域を手動で指定する必要があり、その領域を識別器が想定して
いるサイズに拡大・縮小する前処理も避けられない。
　本研究では、頸部リンパ節の検出とがん転移の識別を同時に達
成する画像認識技術を開発する。がん転移の有無は、画像の特徴
として必ずしも単純・明確に現れない。この課題が深層学習によ
ってどのように解決できるかについても検討する。
　上頸部 CT 画像からリンパ節領域の検出とがん転移の有無を識
別する Region Convolution Neural Network（R-CNN）を深層学
習によって構築した。長崎大学病院口腔外科で手術療法を施行し
た頸部リンパ節転移をともなう口腔がん症例において、術前の
CT 画像を R-CNN の訓練データとして用いた。訓練データの CT
画像における各リンパ節には、その領域とがん転移の有無を表す
ラベルを付与する作業を施した。頸部リンパ節転移症例では、頸
部郭清術が施行され、その術後病理検査によりリンパ節転移の有
無が確認できている。R-CNN の構造や検出・識別の性能の詳細
は口演にて報告する。
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P1-5-5
口腔癌手術症例における炎症性マーカーの臨床的意義の
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】全身性炎症性変化を反映する好中球 / リンパ球比（NLR）、
血小板 / リンパ球比（PLR）、リンパ球 / 単球比（LMR）、C 反
応性蛋白（CRP）などは多くの癌種において予後との関連が報告
されている。今回、われわれは当センターで手術を施行した口腔
癌患者における炎症性マーカーの臨床的意義を検討したので報告
する。【対象】2012 年 1 月から 2018 年 12 月までの 7 年間に当院
において施行された口腔癌手術症例のうち、化学療法の既往や血
液疾患、口腔癌手術時および術後に活動性の重複癌がある症例を
除外した 446 例を対象とした。症例の男女比は 150：73、手術時
の平均年齢は 63.3 歳であった。【方法】上記対象を炎症性マーカ
ーそれぞれの高値群と低値群に分け、全生存期間（OS）や無病
生存期間（DFS）、再発までの期間などの予後項目について検討
し結果を報告する。

P1-6-1
肺転移に対し外科的切除を施行した下顎骨原発骨肉腫の
1例

○柴田 恵里 1）、奥山 紘平 2）、道 泰之 2）、黒嶋 雄志 2）、  
平井 秀明 2）、富岡 寛文 2）、島本 裕彰 2）、原田 浩之 2）

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　顎口腔外科学
分野

【緒言】頭頸部領域の骨肉腫はまれであり、その治療は四肢長管
骨発生例に比べ困難とされ、しばしば遠隔転移を生じる。今回わ
れわれは、2 度の肺転移に対して外科的切除を施行し、長期生存
が可能であった下顎骨原発骨肉腫の 1 例を経験したので、その概
要を報告する。【症例】67 歳男性。右側下顎体部の急激な膨隆、
オトガイ部の知覚鈍麻を認め、他院での生検により骨肉腫の診断
を得た。化学療法（CDDP+ADM）で治療効果が得られず、2012
年 11 月手術目的に当科を受診した。右側下顎骨肉腫（T1N0M0, 
G2）の診断で、右側顎下部郭清、下顎区域切除、腹直筋皮弁移
植術を施行した。病理組織学的に骨芽細胞型骨肉腫と診断され
た。切除断端陽性であったため術後放射線外照射 50Gy（2Gy/
Fr）を行い、他院整形外科にて化学療法（IFO）を施行した。術
後 2 年後で局所再発を認め、左側顎下部郭清、下顎区域切除、プ
レートおよび前外側大腿皮弁移植術を施行した。その後、2 度の
肺転移を認めたが、本学呼吸器外科にて胸腔鏡下肺葉切除を施行
した。現在、肺葉切除術後 4 年 1 ヶ月経過し、再発や転移なく経
過している。【考察】顎骨骨肉腫の遠隔転移は四肢長管骨原発と
比較し少なく、一般的に予後不良であるが、症例によっては外科
的切除を考慮すべきであると考えられた。

P1-6-2
上顎骨に発生した軟骨肉腫の１例

○鈴木 翔太 1）、内藤 博之 1）、佐藤 浩子 1）、浅野 重之 2）、  
田中 陽一 3）、太田 嘉英 4）、青木 隆幸 4）

1）いわき市医療センター　歯科口腔外科、
2）いわき市医療センター　病理診断センター、
3）東京歯科大学　市川総合病院　臨床検査科病理、
4）東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学

【緒言】軟骨肉腫は腫瘍細胞が軟骨を形成する悪性腫瘍であり、
顎骨には全軟骨肉腫の約 1％が発生するとされるきわめて稀な腫
瘍である。今回われわれは上顎骨に発生した軟骨肉腫を経験した
ので報告する。

【症例】48 歳、女性。2018 年 6 月、近医歯科医院で└ 5 動揺にて
抜歯術を施行。8 月に同医を受診し同部の歯肉腫脹を認めたため
└ 6 の根管治療を開始したが、歯肉腫脹が増大してきたため、9
月に当科を紹介受診。└ 56 歯肉に 2 × 1.5cm 大の弾性硬腫瘤を
認めた。CT ではすりガラス状の充実性構造を示した。生検にて
chondrosarcoma, grade 1 の病理組織診断を得たため、10 月に全
身麻酔下に上顎骨部分切除術を施行。現在経過観察中であるが、
再発や転移なく経過良好である。

【結語】今回われわれは上顎骨に発生した軟骨肉腫を経験したの
で報告した。本疾患は局所再発や肺などに遠隔転移しやすいため
今後も厳重に経過観察を行う必要がある。

P1-6-3
上顎歯肉に発生した顆粒球肉腫の1例

○渡邉 裕之、奥村 嘉英、深野 英夫
名古屋市立西部医療センター　歯科口腔外科

顆粒球肉腫は顆粒球系幼若細胞の限局性腫瘍性増殖で、急性骨髄
性白血病に伴って、もしくは先立って生じるとされている。今回
われわれは右上顎歯肉周囲に腫脹を生じた顆粒球肉腫の 1 例につ
いて報告する。患者：70 歳、男性。主訴：右上顎歯肉の腫脹。 
既往歴：糖尿病、高血圧、喘息。現病歴：初診 3 週間前より右上
顎に腫脹および自発痛を感じた。近在の歯科を受診後、当院紹介
受診となった。現症：右上顎犬歯から第二大臼歯にわたる頬、口
蓋側に潰瘍のない歯肉増殖様腫脹があった。右頬側上顎骨にびま
ん性腫脹はあったが神経障害、鼻症状は認めなかった。右頸部顎
下領域と上内頸静脈領域にそれぞれ 20mm 大と 10mm 大のリン
パ節を触れた。血液検査では、血糖値以外異常なかった。CT で
は右上顎歯槽突起を中心とした腫瘤を認め上顎洞粘膜下底粘膜へ
の浸潤も認めた。臨床診断：右上顎および右頸部リンパ節間葉系
腫瘍。処置および経過：右上顎歯肉より生検を行った。病理組織
学的には類円型異形細胞がびまん性に組織に増殖浸潤していた。
免疫組織化学で CD2、3、7、19、20、34、56 はそれぞれ陰性、
CD45 弱陽性、MPO、CD13、33 は陽性となり myeloid sarcoma
と診断された。PET では頭頸部以外の集積は認めず、骨髄検査
では白血病細胞は認められなかった。当院血液内科にて化学療法
を施行し、上顎および頸部腫脹は改善し現在経過観察中である。
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P1-6-4
下顎歯肉に転移した大動脈内膜肉腫の1例

○大橋 雄高 1）、南川 勉 1）、筧 康正 2）、榊原 晶子 2）、  
長谷川 巧実 2）、明石 昌也 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】内膜肉腫は主に肺動脈や大動脈の内膜から発生する悪性
軟部腫瘍であり極めて稀で予後不良な疾患である。今回われわれ
は下顎歯肉に転移した大動脈内膜肉腫を経験したので報告する。

【症例】患者：77 歳男性　主訴：左下顎歯肉腫脹 現病歴：2019
年 6 月に歯科医院で左下顎臼歯部頬側歯肉に外向性腫瘤を認め歯
周治療を継続していたが症状改善しないため同年 7 月当科紹介と
なった。同年 5 月には膀胱癌の手術、6 月には持続性の強い咽頭
痛精査のため当院耳鼻科にて中咽頭腫瘍の精査を行っていた。初
診時現症：左下顎臼歯部歯肉に 10 × 20mm の外向性腫瘤を認め
た。腫瘤は弾性軟で出血疼痛は認めなかった。また有意な頸部リ
ンパ節を触知しなかった。経過：当院耳鼻科にて行った口蓋扁桃
部生検および当科にて行った下顎歯肉部の生検では炎症性肉芽と
の回答であった。当科受診 4 日後に胸部大動脈瘤破裂にて当院心
臓血管外科にて緊急手術、その際提出された大動脈腫瘤および縦
隔病変より大動脈内膜肉腫および膀胱癌縦隔転移の診断となっ
た。この結果を受け病理検体を再検討したところ大動脈内膜肉腫
の下顎歯肉転移および中咽頭転移が確認された。【考察】内膜肉
腫は画像等による診断が難しいとされ、手術検体や剖検によって
確定診断に至ることが多いと報告されている。本症例のように口
腔および咽頭の転移巣が先に自覚症状として出現した場合は、本
疾患の予後改善に寄与できるのではないかと考えられた。

P1-6-5
口腔病変を伴った未分化多形肉腫の一例

○堀部 桃子、宮本 大模、福島 麻子、中村 知寿、  
高島 裕之、森田 麻希、菱田 純代、青木 尚史、  
加藤 伸一郎、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

【緒言】未分化多形肉腫（UPS）は四肢や表在性体幹に後発する
軟部肉腫であり、頭頸部領域の発生頻度は 100 万人に 1 例程度
と極めてまれな疾患である。今回われわれは口腔病変を伴った
UPS を経験したので報告する。【症例】56 歳、男性。2018 年 10
月、顔面皮膚腫瘤を自覚し近隣病院皮膚科を受診。病理検査で平
滑筋肉腫と診断され同年 11 月に当院整形外科を受診した。しか
し当院病理部では平滑筋肉腫の診断に至らず、確定診断のために
は舌病変を採取する必要があるとの判断から当科へ紹介された。
当科で全麻下に舌部分切除を予定したが、術前日に下血のため消
化器外科へ転科となり、止血目的で切除した小腸病変から最終的
に UPS と診断された。病変の進行は極めて速く、治療を開始す
ることなく腫瘤自覚後、第 78 病日に永眠された。【考察】悪性線
維性組織球腫（MFH）は組織球などへ分化しうる多形紡錘形細
胞に由来すると考えられてきたが、発生起源が未分化間葉系細胞
由来であると考えられるようになり、WHO では 2013 年に UPS
に分類を変更している。UPS の診断は基本的に除外診断による
ところが大きく、確定診断に時間を要することが多い。今回、本
症例を過去の MFH 症例と比較しながら詳細に報告を行う予定で
ある。

P1-7-1
硬口蓋に発生した基底細胞腺腫の1例

○櫻井 拓真、西山 祐生、村木 祐孝
独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院　歯科口腔外
科

［緒言］基底細胞腺腫（basal cell adenoma；BCA）は，唾液腺
に発生する良性腫瘍で，発生頻度が全唾液腺腫瘍の 1-3 ％と非常
に低い。耳下腺が好発部位で，小唾液腺に発生することは極めて
まれとされている。今回われわれは，硬口蓋に発生した基底細胞
腺腫の 1 例を経験したのでその概要を報告する．［症例の概要］
症例：79 歳女性。初診：2018 年 5 月。主訴：口蓋腫瘤の精査加療。
既往歴：尿路結石，胆嚢摘出後，胆嚢閉鎖性黄疸。現病歴：初診
の約 5 年前から口蓋正中部の腫瘤を自覚するも疼痛がないため放
置。増大してきたため近総合病院歯科を受診したところ，全身麻
酔下での手術をすすめられ当院に紹介受診となった。現症：口腔
外所見；特記事項なし。口腔内所見；口蓋正中部に弾性軟で境界
明瞭な 15 × 15 mm 大の有茎性腫瘤を認めた。画像検査：MRI
の T1 強調画像で低信号，T2 強調画像で高信号領域として描出
され，境界明瞭であった。臨床診断：口蓋良性腫瘍。処置および
経過：特に多形腺腫を想定し , 同年 7 月に全身麻酔下で 5 mm 程
度の安全域を設定し周囲健常組織を含め腫瘍を摘出した。病理組
織学的検査より BCA と診断。術後 1 年が経過するが，再発もな
く経過良好である。悪性化や転移した報告もあり，慎重な経過観
察が必要と考える。［結論］今回われわれは，非常にまれな硬口
蓋に発生した BCA に遭遇し，治療する機会を得たので報告した。

P1-7-2
耳下腺に生じた巨大な基底細胞腺腫の1例

○竹下 彰範、松永 和秀、窪田 星子、飯井 孝年、  
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　口腔
外科学第二教室

基底細胞腺腫は全唾液腺腫瘍の１～３％程度を占める比較的稀な
上皮性唾液腺腫瘍であり，ほとんどが最大径 3cm 程度までとさ
れている．今回，我々は耳下腺に生じた巨大な基底細胞腺腫の１
例を経験したので報告する．患者は 74 歳女性．以前より左側耳
前部の腫脹を自覚するも放置していた．最近になり増大を自覚
し，当科を受診した．初診時，左側耳介下部に 80 × 60mm 大の
境界明瞭な弾性軟の腫瘤を認めた．表面の皮膚は正常で，疼痛や
開口障害，顔面神経麻痺も認めなかった．CT 画像で，左側耳下
腺下方に 61 × 46 × 44mm の境界明瞭な，辺縁に一層の造影性
を認め内部に造影性を有さない病変を認めた．MRI 画像では，
腫瘍辺縁に造影性を伴なう T2 強調画像で高信号を呈する病変を
認めた．耳下腺良性腫瘍の診断の下，全身麻酔下で耳下腺浅葉切
除術を施行した．顔面神経下顎縁枝の走行は腫瘍により著しく上
方偏位していたが、顔面神経本幹を同定し，末梢側の神経を剖出
し温存した．腫瘍は線維性被膜に包まれており，嚢胞形成を伴っ
ていた．病理組織診断は基底細胞腺腫であった．術後５ヶ月，整
容面も良好で、再発，顔面神経麻痺，その他合併症もなく経過は
良好である．自験例では，嚢胞形成を伴ったため巨大化したと考
えられた．比較的巨大な耳下腺腫瘍では，顔面神経の偏位が著し
いため、顔面神経本幹をしっかりと同定し、愛護的に腫瘍から剥
離してゆくことが神経温存のためには重要であると考える．
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P1-7-3
上顎歯肉癌のリンパ節転移を疑った顎下腺Warthin腫瘍
の1例

○山崎 浩史、青山 謙一、小嶋 玲奈、大鶴 光信
東海大学�医学部�付属大磯病院�口腔外科

【緒言】Warthin 腫瘍は頻度の高い唾液腺良性腫瘍で耳下腺に好
発するが、まれに顎下腺や頸部リンパ節に生じることがある。口
腔癌患者の頸部リンパ節に Warthin 腫瘍が生じることもあり、
FDG-PET で陽性になるため、臨床的に転移性悪性腫瘍やリンパ
節転移との鑑別が問題となる。今回われわれは、上顎歯肉癌の
顎下リンパ節転移が疑われた Warthin 腫瘍の 1 例を経験したの
で概要を報告する。【症例】８ X 歳女性　初診：２０１ Y 年６
月　主訴：左上顎歯肉の腫脹　CT, MRI 所見で左上顎の腫瘤性
病変と右顎下部に腫瘤性病変を認めた。PET 所見で左上顎と右
顎下部に異常集積を認めた。左上顎歯肉の病変は生検で扁平上皮
癌の診断を得た。処置および経過：２０１ Y 年８月右顎下三角
郭清および左上顎部分切除術を行った。迅速診断で右顎下腺内
に Warthin 腫瘍を認めた。リンパ節転移は認められなかった。
　【考察】FDG-PET/CT は口腔癌の原発巣の局在や進展範囲、リ
ンパ節転移、遠隔転移や重複癌の診断に有用とされている。しか
し、唾液腺腫瘍は良性であっても強い FDG の集積を示し、特に
Warthin 腫瘍は悪性腫瘍と同等の SUV を示すことが多い。口腔
癌の頸部リンパ節転移と Warthin 腫瘍との鑑別を要した症例の
報告は少ない。FDG-PET/CT は頸部リンパ節の転移診断にも有
用であるが、口腔癌患者において健側頸部リンパ節のみに FDG
の集積を認めた場合、Warthin 腫瘍の重複発生は極めてまれであ
るが考慮すべきと思われた。

P1-7-4
頬粘膜部小唾液腺に生じた唾液腺導管癌の１例

○逢坂 竜太 1）、藤本 泰広 1,2）、濱田 裕嗣 1,3）、  
水澤 伸仁 1,4）、渡辺 大介 1,4）、金子 明寛 1,4）

1）医療法人社団松和会　池上総合病院　歯科口腔外科、
2）東京女子医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
3）東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座、
4）東海大学医学部　外科学系口腔外科学領域

【緒言】唾液腺導管癌（以下 SDC）は主に耳下腺など大唾液腺に
生じるまれな悪性腫瘍で，小唾液腺やその他の分泌腺原発例の報
告は極めて少ない．今回われわれは頬粘膜部小唾液腺に生じた
SDC の 1 例を経験したので報告する．【症例および経過】症例は
83 歳男性，右側頬部の違和感を主訴に当院当科初診来院された．
初診時に右側頬粘膜部に硬結を伴う内向性腫瘤を認めた．生検で
SDC と診断，画像検査にて他部位に原発および転移性病変を認
めないことから，右側頬粘膜部小唾液腺原発の SDC cT4aN0M0

（StageIVA）と診断した．その後，全身麻酔下に頬粘膜部悪性腫
瘍切除術，下顎骨区域切除術，右側顎下部選択的郭清術，大胸筋
皮弁再建術を施行．切除標本は生検標本と同様に SDC の診断を
得た．術後 2 年経過の現在，再発転移は認めず経過良好である．

【考察】SDC の多くは大唾液腺，とくに耳下腺に発生し，その他
の部位での発生頻度はきわめて少ない．われわれが渉猟しえた限
り小唾液腺に発生した SDC はごく少数であった．SDC は，5 年
生存率が 20-30％程度と唾液腺悪性腫瘍の中でも特に予後不良で，
発生頻度は全唾液腺腫瘍中約 3-9％程度と少数であるため，集学
的治療，検討が困難な疾患の一つとされている．近年 SDC に対
する抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体薬の有効性も報告され
ているが，現時点で標準治療に成り得ていない．本邦の多施設共
同による後方視的観察研究も含め，症例の集約を期待する．

P1-7-5
AYA世代に発生した口腔粘表皮癌6例の治療経験

○猪俣 徹 1）、荘司 洋文 1）、町田 智正 1）、北詰 栄里 1）、  
斎藤 圭輔 2）、岩田 洋 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

小児と成人の狭間にあたる 15 歳以上 40 歳未満を Adolescent 
and Young Adult（AYA）世代と呼ぶ。AYA 世代のがん患者
は，その時期の特性から患者自身が癌に罹患したという認識に
乏しく，進行がんに進みやすいと言われている。また，組織型で
は小児がんや成人がんのいずれもみられることから，病理診断に
は注意を要し，また術後の QOL も考え，治療に際しては特別な
配慮が必要である。唾液腺悪性腫瘍は，口腔原発悪性腫瘍のなか
で若年発症例の頻度が比較的高い腫瘍である。今回われわれは，
AYA 世代に生じた粘表皮癌 6 例を経験したのでその概要を報告
する。2009 年から 2019 年までに当科で治療を行った粘表皮癌は
全 22 例で，うち 6 例（27.3%）が AYA 世代であった。女性 3 例，
男性 3 例で，年齢中央値 25 歳（13 から 34 歳），原発部位は硬口
蓋 2 例，軟口蓋 2 例，頬粘膜 1 例，下顎骨中心性 1 例であり，全
例に手術単独療法を施行した。切除をする上では審美性への配慮
が一層求められ，切除範囲の設定に難渋した。解剖学的な問題か
ら充分な安全域を設定できない症例もあった。病理組織学的に
は 6 例すべてで，嚢胞形成が主体で，壊死や出血は見られず，
粘液産生細胞の出現が目立つ腫瘍組織であった。組織学的悪性
度（2005 年 WHO）では平均 1 点（0-3 点）で，全例低悪性度の
判定であった。また，3 例に遺伝子学的検査を施行し，CRTC1-
MAML2 融合遺伝子が確認された。現在まで全例再発，転移なく
経過している。

P1-7-6
頬線原発の分泌癌の1例

○瀬田 祥平、大澤 侑子、長谷川 大悟、内堀 雅博、  
傳田 祐也、佐々木 剛史、加藤 久視、青木 隆幸、  
太田 嘉英、金子 明寛
東海大学医学部付属病院

【緒言】分泌癌は 2010 年に Skalova らが最初に報告し、乳腺分
泌癌に類似した組織像から当初 Mammary analogue secretory 
carcinoma（MASC）と呼ばれていたが、2017 年に WHO 唾液腺
腫瘍分類で新しく分類されたまれな腫瘍である。また好発部位は
耳下腺であり、頬腺に発生した報告はほとんどない。今回われわ
れは、頬腺に発生した分泌癌を経験したので報告する。【症例】
56 歳女性。20XX 年より右頬粘膜の腫瘤を自覚、徐々に大きくな
ってきたため紹介医を受診し生検術を施行したところ、病理組織
学的診断は腺癌であった。精査加療目的に 20XX +1 年 4 月、当
科に紹介受診となった。右頬粘膜下に硬結を触れるが、可動性を
認める約 30mm 大の腫瘤性病変を認めた。超音波検査にて皮下
まで浸潤を疑う所見を認めたため、全身麻酔下に皮膚を含めた腫
瘍切除術、局所皮弁再建術を施行した。病理組織学的診断は分泌
癌であった。現在術後 1 年 6 ヶ月経過しているが、再発転移なく
経過観察を継続している。【考察】分泌癌は組織像が腺房細胞癌
に類似しており、2010 年以前の腺房細胞癌と診断された症例は
分泌癌であったものも多く含まれている。また ETV6-NTRK3 融
合遺伝子を認めることが最大の特徴であるが、全ての症例で遺伝
子検査を行うことは困難であり、現在診断を行うにあたり確立し
た指針はない。S-100 タンパクや vimentin 等が診断を補助すると
言われており、今後さらなる症例を検討していくべきである考え
られた。
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P1-8-1
硬化性歯原性癌が疑われた下顎癌の２例

○早田 麻衣 1,2）、佐野 孝昭 2）、小川 郁子 3）、石川 文隆 4）、  
新井 秀雄 5）、平戸 純子 6）、高山 優 1）、高田 隆 7）、  
小山 徹也 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）群馬大学大学院医学系研究科病理診断学講座、
3）広島大学病院口腔検査センター、
4）埼玉がんセンター病理診断科、
5）都立駒込病院病理科、
6）公立富岡総合病院病理診断科
7）徳山大学

［はじめに］硬化性歯原性癌（sclerosing odontogenic carcinoma；
SOC）は最新の WHO 分類から新たに加えられた稀な歯原性癌の
１つで、報告も少ない。今回われわれは硬化性間質と腫瘍の索状
浸潤を特徴とし、明細胞性歯原性癌やエナメル上皮癌、歯原性線
維腫等に類似する部分像や、線維性異形成様の骨硬化像など多彩
な組織像を有する下顎癌の 2 症例を経験したので報告する。［症
例］【症例 1】49 歳男性。主訴は左側下顎第二小臼歯の動揺であっ
た。画像では左側下顎側切歯から第二小臼歯根尖部に透過像、左
側下顎第二小臼歯遠心から第二大臼歯後方には透過像と不透過像
の混在像が認められた。左側下顎臼歯部に顎骨膨隆は認められな
かった。【症例 2】48 歳男性。主訴は右側下顎の違和感であった。
右側下顎にびまん性の腫脹が認められた。画像では右側下顎骨内
に境界不明瞭な透過像と不透過像の混在像を呈していた。［病理
組織学的所見］2 症例はいずれも病理学的に、膠原線維の密な増
生を伴って索状～胞巣状の歯原性腫瘍上皮が浸潤・増殖する像が
主体であるが、大型の上皮胞巣や胞巣辺縁での腫瘍細胞の柵状配
列、腫瘍細胞の明細胞様変化なども腫瘍内の一部に認められた。
FISH における EWSR1 の再編成および、BRAF V600E の変異は
いずれの症例でも認められなかった。［結語］最終的に 2 症例と
もに SOC と診断したが、SOC は硬化性間質増生以外に他の歯原
性腫瘍の組織学的特徴を呈する可能性が示唆された。

P1-8-2
明細胞性歯原性癌の3例

○仲宗根 敏幸、又吉 亮、加藤 大貴、砂川 奈緒、  
後藤 新平、宮本 昇
琉球大学　医学部　附属病院　歯科口腔外科

良性腫瘍として分類されていた clear cell odontogenic tumor
は，2005 年 版 WHO 分 類 で は 明 細 胞 性 歯 原 性 癌 clear cell 
odontogenic carcinoma（以下，CCOC）として歯原性癌腫に再
分類された . 今回われわれは，CCOC3 例を経験したので報告す
る．【症例 1】78 歳，女性．左側口底部の違和感を主訴に 2006 年
4 月当科初診となった．左側口底に 30 × 10mm の弾性硬の腫瘤
を認めた．病理組織学的診断は CCOC であった．術後 3 年 6 か
月，肺転移は認めず多発骨転移に起因する多臓器不全にて死亡し
た．【症例 2】71 歳，男性．左側臼歯部の違和感および左側下唇
の知覚麻痺を主訴に 2010 年 8 月当科初診となった．左下６番相
当部から下顎枝にかけて約 32 × 15mm の正常粘膜に覆われた弾
性硬の腫瘤を認めた．病理組織学的診断は CCOC であった．術
後 1 年 5 か月，肺転移は認めず多発骨転移に起因する多臓器不全
にて死亡した．【症例 3】46 歳，男性．左側口蓋部の違和感を主
訴に 2019 年 7 月当科初診となった．左側硬口蓋から軟口蓋にか
けて 25 × 20mm の弾性硬の腫瘤を認めた．左側硬口蓋から軟口
蓋にかけて 25 × 20 mm の弾性硬の腫瘤を認めた．病理組織学的
診断は CCOC であった．それぞれ３例とも免疫組織化学染色で
は，SMA，S-100，EMA および CK20 は陰性を示した．一方，
AE1/3，CK7，17，19 および vimentin は陽性を示し，Ki-67 陽
性率が 5-10%であった．さらに PAS 染色陽性の顆粒を胞体内で
認め，ジアスターゼ消化 PAS 染色で陰性を示した．

P1-8-3
エナメル上皮癌に対してセツキシマブ併用薬物療法を施
行した1例

○中山 洋平、山川 延宏、柳生 貴裕、上田 順宏、  
高橋 佑佳、桐田 忠昭
奈良県立医科大学　口腔外科学講座

【緒言】エナメル上皮癌の治療の第一選択は外科的切除であり、
手術療法以外は確立されていない。今回われわれは、エナメル
上皮癌手術不能例に対して、セツキシマブ併用薬物療法を施行
した 1 例を経験したので報告する。【症例】患者は 73 歳の女性
で，他院口腔外科での生検でエナメル上皮癌の診断となり，治
療目的に 2010 年 7 月に当科紹介受診となった。初診時，右側下
顎臼歯部に表面粗造な腫瘍を認め，精査の結果，エナメル上皮癌

（T4aN2bM0）の診断とした。【経過】術前に冠動脈狭窄に対し薬
剤溶出性ステントが留置され，3 ヵ月間の観血的処置は困難とな
ったため，初回治療は放射線療法の方針とした。放射線療法と，
二次治療で施行した BNCT には一旦効果を認めたが，再増大し
たため 2013 年 11 月よりカルボプラチン +5FU+ セツキシマブで
の薬物療法を施行した。治療は奏功し効果は PR として，Cmab
による維持療法を行った。7 か月後に再増大を認め，10 ヵ月後に
原発非制御死となった。【考察】エナメル上皮癌に薬物療法を施
行した報告は極めて少ないが、白金製剤が有効であったとの報告
や，エナメル上皮腫では上皮成長因子受容体が 90%以上で発現し
ているとの報告があり，本症例のように白金製剤とセツキシマブ
を組み合わせた薬物療法で腫瘍の増大を抑制できる可能性が示唆
された。【結語】今回われわれは、エナメル上皮癌手術不能例に
対して、セツキシマブ併用薬物療法を施行した 1 例を経験したの
で報告した。

P1-8-4
頸動脈浸潤を伴う舌癌頸部再発に対しセツキシマブ併用
化学療法・IMRTが著効した1例

○多田 晋也、末松 基生
明和病院　歯科口腔外科

【緒言】切除不能の再発口腔癌に対し，近年多様な治療選択肢が
試みられているが一般に予後不良である．今回，頸動脈浸潤を伴
う舌癌術後の頸部再発例に対してセツキシマブ（C-mab）を併用
した化学療法および強度変調放射線療法（IMRT）を行い，完全
奏効した 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．嚥下痛を主訴に当科受診．左側
舌癌（T2N0M0）の診断の下，CDDP を用いた超選択的動注化学
療法を施行後，舌部分切除術を施行した（pCR）．2 か月後，左
側頸部に後発リンパ節転移を生じたため頸部郭清術を施行し，被
膜外浸潤を認めなかった．初回手術 1 年後，左側頸部に郭清野内
再発を認め，頸動脈浸潤のため切除困難と判断した．腎機能低下
のため PTX+C-mab 療法を実施したところ腫瘍は縮小したため，
C-mab+IMRT（66Gy）療法を行い，臨床的に腫瘍は消失した．
有害事象として低マグネシウム血症 grade3，爪囲炎 grade2，ざ
瘡様皮疹 grade1，放射線咽頭粘膜炎 grade3 を生じたが，治療後
経時的に症状は軽快した．治療後 1 年 6 か月が経過し，局所再発・
遠隔転移は認めず経過良好である．

【結語】PTX+C-mab 療法に継続した C-mab 併用 IMRT 療法は，
腎機能不良かつ頸動脈浸潤を伴う頸部再発例に対しても大きな有
害事象なく完遂可能かつ有効な治療法である．
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P1-8-5
骨吸収抑制薬内服中の上顎歯肉癌の２症例：術後ＡＲＯ
ＮＪの予防

○篠田 茉央、阿部 史佳、河野 辰行、川村 和弘、  
河野 憲司
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座

骨吸収抑制薬内服中の上顎歯肉癌患者に対して、術後 ARONJ の
予防に留意して手術を行った 2 例を報告する。【症例 1】76 歳女
性、上顎歯肉扁平上皮癌（T1N0M0）。骨粗鬆症にて 10 年前から
ミノドロン酸水和物（リカルボン）を内服。腫瘍は左上 67 に位
置していた。画像検査にて明らかな歯槽骨吸収、上顎洞進展は認
めなかった。上顎骨部分切除に際して、骨面を頬脂肪体弁にて
被覆した。ミノドロン酸水和物（リカルボン）は術後から術後 3
ヶ月まで休薬した。術後 14 ヶ月が経過し、腫瘍再発ならびに顎
骨壊死の発症はない。【症例 2】80 歳女性、上顎歯肉扁平上皮癌

（T2N2bM0）。骨粗鬆症にてアレンドロン酸ナトリウム水和物（ボ
ナロン）の内服あり（期間不明）。腫瘍は左上 5 ～左上 7 に広がり、
歯槽骨吸収を伴っていた。明らかな上顎洞への進展はなかった。
アレンドロン酸ナトリウム水和物（ボナロン）を休薬せずに上顎
骨部分切除と左全頸部郭清術を行った。上顎洞との交通を生じた
が洞粘膜を保存し、創面を頬脂肪体弁で被覆した。6 ヶ月後に左
下顎枝前縁部に再発を生じ、再切除を施行。現在、初回手術から
13 ヶ月が経過し、腫瘍の局所再発ならびに顎骨壊死は認めない。

【結語】上顎歯肉癌 2 例に対して、頬脂肪体弁を用いて骨切除面
の完全閉鎖を行うことで ARONJ を予防した。

P1-9-1
上顎洞底粘膜を温存する上顎骨部分切除術

○田中 祐介、久保田 耕世、中川 祥、伊藤 良平、  
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

【緒言】上顎骨部分切除術は上顎洞への穿孔を伴うことが多く、
術後に機能障害を来しやすい。通常、上顎洞穿孔部は顎義歯で補
綴されるが、十分な機能障害の改善が得られない場合もある。一
方、皮弁再建術による穿孔部の閉鎖は、手術侵襲が大きくなる欠
点がある。
そこで当科では、腫瘍の顎骨への浸潤が比較的軽度で上顎洞へ伸
展していない症例に対し、ピエゾサージェリーを用いて上顎洞底
粘膜を温存し、ポリグリコール酸シート（ネオベール）とフィブ
リン糊（ボルヒール）による被覆法を併用し良好な結果が得られ
た症例を経験したので、その概要を報告する。

【症例】対象症例は 8 例で、すべて女性、平均年齢は 77.8 歳であ
った。診断は上顎歯肉癌 4 例、口蓋癌 3 例、頬粘膜癌 1 例であっ
た。手術は上顎洞底粘膜を温存し、その上にネオベールシートを
貼付しボルヒールを噴霧、軟膏ガーゼを介在させて保護床を装着
した。術中、上顎洞粘膜の穿孔が生じた症例ではテルダーミスを
併用して閉鎖を試みた。上顎骨部以外に粘膜欠損が及んだ症例で
は分層植皮を併用した。術後 8 か月から最長 3 年 6 か月経過して
いるが、原発部位の局所再発は認めない。

【結果】上顎洞底粘膜を温存することで、皮弁採取に伴う手術侵
襲を減らし、口腔上顎洞瘻を予防することができた。上顎洞底粘
膜を温存することによる局所再発のリスクも考えられるが、応用
する症例を選別することにより良好な結果が得られるものと考え
らえれた。

P1-9-2
日本における下顎区域切除後の顎関節再建の課題

○早坂 純一 1）、野口 忠秀 2）、去川 俊二 3）、作山 葵 2）、  
杉浦 康史 2）、林 宏栄 2）、佐瀬 美和子 2）、神部 芳則 2）、  
伊藤 弘人 4）、草間 幹夫 5）、森 良之 2）

1）芳賀赤十字病院　歯科口腔外科、
2）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
3）埼玉医科大学国際医療センター��形成外科、
4）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
5）JCHO東京蒲田医療センター　歯科口腔外科

下顎再建では、審美・機能回復を最大限に回復できるように多く
の施設で試みがされている。下顎形態の再建は、３ D 実態模型や
シミュレーションソフトにより客観的なシステムを用いれば、審
美的回復は良好になってきた。しかし、顎関節欠損を伴う症例で
は満足な結果を得られないことが多い。その背景には、本邦では
全置換型の人工顎関節 （全人工側頭下顎関節）が 2019 年に薬事承
認されたが、症例は限られ広範囲欠損に対する有用なデバイスが
ないことが挙げられる。今回、関節頭付き再建プレートによる下
顎再建症例に対する問題点を検討したので報告する。

【症例】下顎半側切除後に関節頭つき下顎再建プレートで即時下顎
再建を施行した２症例。
症例１：人工骨頭の頭蓋底陥入　
症例２：人工骨頭の左外耳道圧迫による聴力障害
２症例ともプレートを撤去し、同時に関節突起基底部の高さまで
腓骨皮弁で再建した。

【結果】プレート摘出により、頭蓋内損傷および外耳道穿孔は回避
できた。しかし、術後瘢痕拘縮が著しく、再建後の下顎偏位の制
御は困難であった。

【結論】関節突起欠損症例に対する関節頭付き再建プレートのみに
よる下顎再建では、人工骨頭の受け皿が骨になることや人工骨頭
の可動範囲が制御困難なため、長期経過で骨吸収による頭蓋底陥
入や周辺器官への影響を生じるので関節窩内におよぶ再建は避け
る必要がある。今後、下顎再建には人工顎関節の開発が最重要課
題である。

P1-9-3
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、鈴木 啓佑、中村 英玄、牧口 貴哉
群馬大学医学部付属病院　歯科口腔・顎顔面外科

【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、精神
的苦痛を伴う。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、右側舌癌（cT2N0M0）
に対して気管切開術、舌可動部半側切除術、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。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 BRT を施行したが、術後 2 年 6 か月で BSC
へ移行した。転移巣は頸部から前胸部へと急速に増大し皮膚潰瘍
を来した。癌進行とともに浸出液の増加、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ゲ
ルを使用することで悪臭は消失し、QOL は改善した。【考察】メ
トロニダゾールゲルは癌性悪臭の原因となる嫌気性菌に抗菌作用
を示し、漏出する浸出液も減少させる効果が期待できる。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ゲルの使用
は、患者のみならず家族の QOL を改善する手段として有用であ
る。
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P1-9-4
舌に生じ術前化学療法が奏効せず再建手術を行った紡錘
細胞扁平上皮癌の1例

○北畠 健裕、菅野 千敬、遠藤 学、金子 哲治、長谷川 博
福島県立医科大学附属病院　歯科口腔外科

【緒言】紡錘細胞扁平上皮癌は紡錘形細胞が充実性に増殖する癌
腫で、扁平上皮癌の一亜型とされる。本腫瘍の臨床病態や治療
法についての報告は少ない。今回、舌に生じ術前化学療法が奏功
せず再建手術を行った紡錘細胞癌の 1 例を経験した。【症例の概
要】73 歳、男性。　＜既往歴＞ 51 歳にくも膜下出血にてクリッ
ピング術施行。　＜主訴＞左舌にできものができた。　＜現病歴
＞ 2017 年 5 月頃に左舌の腫瘤を自覚し、某病院口腔外科を受診
した。生検の結果、低分化型扁平上皮癌の診断を得て、加療目的
に当科紹介受診となった。　＜現症＞口腔内所見：左舌縁に 23
× 16mm の腫瘍あり、周囲に白斑を伴う発赤と硬結を触れる。
　口腔外所見：顔貌対称、左顎下リンパ節に約 15mm の腫大リ
ンパ節を触れる。　画像所見：CT 所見にて左舌縁に深部 10mm
の腫瘤様所見あり。FDG-PET にて左舌縁に SUVmax19.6 の集積
あり、また左顎下部に SUVmax5 のリンパ節が 2 つあり。　＜処
置および経過＞左舌扁平上皮癌 cT3N2bM0 の診断、8 月より術
前化学療法として TPF 療法 2 クールおよび動注化学療法 2 クー
ル施行した。治療効果が SD であり、2018 年 1 月に左舌半側切
除、左頸部リンパ節郭清、左前外側大腿皮弁による再建術を施行
した。病理組織学所見では上皮の一部に扁平上皮癌の所見をごく
わずかに認め、異型紡錘形細胞へ移行する像が観察され、紡錘細
胞扁平上皮癌との診断であった。【結語】術後 1 年 9 ヶ月、再発
や転移なく経過良好である。

P1-9-5
下顎骨関節突起切除症例の再建においてMitek Small 
Anchors systemを用いた1例

○林 信、上田 倫弘、新山 宗、馬場 貴
北海道がんセンター　口腔腫瘍外科

「緒言」関節突起を含めた下顎骨切除症例においては，咬合偏
位なく下顎骨の連続性を保つことは困難である．今回われわ
れ は Mitek Small Anchors system お よ び MatrixMANDIBLE 
Condylar Head Add-on System を用い良好な経過を得た 1 例
を経験したので報告する．「症例の概要」症例：88 才，女性．
臨床診断：左側下顎歯肉癌 T4bN0M0 SCC ．治療：術前 PCC

（Paclitaxel 80mg/m2, CBDCA AUC2.5, Ceuximab 400mg・
250mg/m2）3kur 施行．2019 年○月全身麻酔下に気管切開，
左頸部郭清術，下顎骨半側切除術，再建プレートを用い再建術
を施行した．術前に実物大臓器立体モデルを作製し，再建プ
レ ー ト MatrixMANDIBLE Condylar Head Add-on System を
prebending した．術中，下顎骨および関節突起を合併切除後，
prebending した再建プレートを下顎骨に固定した．再建プレー
トの近位断端は顎関節の関節包で梱包したが，関節窩内で持続的
に保持が困難であった．そのため， Mitek Small Anchors system
を用いて再建プレートの近位断端を吊り上げ固定した．術後，顔
貌は術前と変化なく，咬合偏位は認めなかった．Xp 像では再建
プレートの近位断端は関節窩内に位置しており脱臼を認めなか
った．「結語」今回われわれは下顎骨関節突起切除症例に対して
Mitek Small Anchors system を用いて再建プレートの近位断端
を関節窩内で良好な位置に保持可能で，顔貌・咬合変化なく良好
に再建できた 1 例を経験したので報告した．

P1-10-1
原発巣切除9年後に頸部リンパ節後発転移を認めた頬粘
膜扁平上皮癌の1例

○三上 俊彦 1）、船山 昭典 1）、金丸 祥平 1）、新美 奏恵 1）、  
林 孝文 2）、田沼 順一 3）、小林 正治 1）

1）�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、

2）�新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面再建学講座　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　顎顔面再建学講座　口腔
病理学分野

【緒言】原発巣切除後に頸部リンパ節後発転移をきたす時期は、
そのほとんどが 1 年以内とされ、長期経過後に発生することはま
れである。今回われわれは原発巣切除後 9 年で頸部リンパ節後発
転移を認めた頬粘膜扁平上皮癌を経験したのでその概要を報告す
る。【症例と経過】初診時年齢 64 歳男性。2008 年初旬に左側口
角のしみる感じを自覚し、某病院歯科を受診した。同病院で生検
施行、扁平上皮癌の病理組織診断を得たため、加療目的に当科を
同年 6 月に初診した。CT、US で頸部リンパ節に異常所見はな
く、左側頬粘膜扁平上皮癌（cT1N0M0）の診断で頬粘膜部分切
除術を施行した。最終病理組織診断は高分化型扁平上皮癌で、切
除断端に腫瘍の露出はなかった。術後、外来で経過観察継続中の
2018 年 4 月の US で左側顎下リンパ節に転移陽性を指摘され、
CT、MRI でも同様の診断であった。PET-CT でも、前述のリン
パ節以外に FDG 異常集積はなく、穿刺吸引細胞診を施行したと
ころ PAP V であった。左側頸部リンパ節後発転移の診断で同年
5 月に左側頸部郭清術を施行した。病理組織学的所見では転移リ
ンパ節は 1 個であったが、節外浸潤を認めたため、術後化学放射
線療法を行い現在再発なく経過良好である。【結語】本症例では
原発巣切除から 9 年後に頸部後発転移をきたした。原発不明癌の
可能性も少なからず考えられるため、今後も他部位も含めて厳重
な経過観察を継続予定である。

P1-10-2
口腔扁平苔癬からの癌化が疑われた口腔扁平上皮癌の4
例

○山村 佳子 1）、大江 剛 1）、工藤 保誠 2）、栗尾 奈愛 1）、  
鎌田 久美子 1）、福田 直志 1）、工藤 景子 1）、眞野 隆充 1）、 
石丸 直澄 2）、宮本 洋二 1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野、
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野

【緒言】口腔扁平苔癬は角化異常を伴う難治性の慢性炎症性疾患
であるが，頻度が低いものの扁平上皮癌に悪性転化することが報
告されており，近年，口腔潜在的悪性疾患の一つとされている。
今回，われわれは，口腔扁平苔癬からの癌化が疑われる口腔扁平
上皮癌の４症例を経験したので報告する。【症例】４例の内訳は，
男性２例，女性２例で，初診時の平均年齢は 69.8 歳であった。
発症部位は，頬粘膜が２例，上顎歯肉が１例，下顎歯肉が１例で
あった。喫煙歴があるものは１例で，飲酒歴があるものは２例で
機会飲酒程度であった。C 型肝炎の既往は１例であった。初診時，
４症例ともに発赤を伴う白色病変を認め，病理組織学的にも扁平
苔癬（白色型１例，紅色型３例）と診断された。初診から扁平上
皮癌と診断されるまでの期間は，1 年４ヶ月から約 17 年であっ
た。４症例ともに中分化型扁平上皮癌であり，浸潤様式は YK-2
が１例，YK-3 が３例であった。いずれの症例も全身麻酔下に腫
瘍切除術を施行した。現在，再発や転移は認められず，経過良好
である。【結論】口腔扁平苔癬は，少数ではあるが癌化するため，
長期にわたり経過観察が必要であると思われた。 一
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P1-10-3
ロート状に浸潤した舌がんの2例

○舘原 誠晃 1）、佐藤 徹 1）、井出 信次 1）、藤永 桃歌 1）、  
伊藤 由美 2）、里村 一人 1）

1）鶴見大学　歯学部　口腔内科学講座、
2）鶴見大学歯学部附属病院　病理診断科

舌がんの浸潤様式において内向型は船底型になることが多いが、
ロート状に浸潤するのは比較的まれである。今回、一部のみ深部
に穿堀性浸潤した舌がんを２例経験したのでその概要を報告す
る。症例１：48 歳・男性。右舌の腫瘤を主訴に来院した。既往
歴に悪性リンパ腫がり骨髄移植にて完治していた。初診の 20 日
前より同部の腫脹と違和感を自覚していた。右舌縁部に最大径
15 mm で深さ 5 mm の硬結を触知し、腫瘤中央には肉芽様隆起
を認めた。生検と画像所見より舌扁平上皮癌 T1N0M0 と診断し、
舌部分切除術を施行した。切除検体の病理組織像にて内向性に増
殖する高分化型扁平上皮癌は深さ 5 mm までは船底型浸潤を示
したが、一部細い突起状に更に 3 mm 深部に浸潤していた。症例
２：44 歳・女性。右舌の腫瘤を主訴に来院した。右舌縁部に最
大径 14 mm、深さ 6 mm の硬結を伴う表面顆粒状の外向性腫瘤
を認めた。生検および画像所見から舌扁平上皮癌 T2N0M0 と診
断して舌部分切除術を施行した。病理組織像では腫瘍中央部の割
面にて内外向性に増殖する高分化型扁平上皮癌は深さ 5 mm まで
船底型に一部では横舌筋に沿って穿掘性にさらに 5 mm 深部に浸
潤する部位を認めた。このような浸潤様式の原因は明らかではな
いが、病理組織像から舌筋やリンパ管の走行に沿って浸潤したと
推測された。またこのような浸潤を念頭に置き術前に十分に精査
を行う必要があると思われた。

P1-10-4
疼痛コントロールに苦慮した舌尖部転移肺がんの1例

○鈴木 大貴 1,2）、伊澤 和三 1）、中西 康大 2）

1）太田記念病院口腔外科、
2）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東海大学八王子病院口腔外科

【緒言】転移性口腔内腫瘍は口腔悪性腫瘍のうち約 1%と報告さ
れており比較的稀であるが、そのうちの舌転移症例は少数であ
る。また、原発性肺癌における舌転移症例は約 0.3%とさらに稀
である。今回、私たちは舌尖部に転移した口腔内腫瘍により、疼
痛コントロールに苦慮した肺扁平上皮癌の 1 例を経験したので文
献的考察を含め報告する。【患者】66 歳男性、舌尖部の腫瘤によ
る違和感を主訴に当科受診した。既往は肺がん、間質性肺炎、糖
尿病、高血圧、喫煙歴は 15 本 / 日× 45 年。【経過】口腔外科受
診の 1 年 2 ヶ月前に検診で胸部異常陰影を指摘、近医にて精査を
行い KL-6 が 1634U/mL と高値を示し間質性肺炎が疑われた。ま
た、CT では右肺 S10 野に 14mm 大の結節を認め、骨シンチグラ
フィーで骨転移なし、MRI で脳転移を認めず、cT1bN0M0 の肺
癌が併発しているとの診断を得た。その後、専門病院での治療を
計画するも、間質性肺炎の病状が悪く、病勢のコントロールが先
行された。しかしながら間質性肺炎のコントロールに難渋し、肺
がんは未治療のまま 1 年が経過した。1 年２ヶ月が経過し、舌尖
部の腫瘤を自覚され口腔外科を受診、生検にて肺と同様に扁平上
皮癌であり、転移性舌癌と診断した。舌腫瘍は短期間のうちに増
大し、疼痛により経口摂取だけでなく鎮痛剤内服も困難で、疼痛
管理に難渋した。オピオイドスイッチを行い、経鼻管理から胃瘻
を検討するも間質性肺炎が悪化し、口腔外科受診より 3 週後に逝
去された。

P1-10-5
Abbe Flapを用いて再建手術を行った上唇癌の１例

○山本 大介、高倉 裕明、吉田 国弘、目瀬 浩
福山市民病院　歯科口腔外科

＜緒言＞上唇癌は口腔癌の中でも稀である。根治性は当然のこと
ながら、全層欠損の再建は整容面や機能面にも配慮した術式の選
択が必要とされる。今回われわれは、Abbe flap 法を用いて再建
手術を行った左側上唇癌の 1 例を経験したので報告する。＜症例
の概要＞患者は 51 歳の男性。初診：　2018 年 5 月。　主訴：　
左側上唇の傷が治らない。　現病歴：　数年前から左側上唇に
水疱を認めていた。　最近になりやや硬結とびらんを認め軟膏使
用するも治癒しないため当科紹介となった。　既往歴：なし処
置および経過：現症：　左側上唇に　15*13mm の潰瘍を伴う腫
瘤を認めた。生検にて SCC（中分化相当）の診断を得た。　造
影 MRI 検査にて造影効果を伴う T2WI 軽度高信号域を認めた。
頸部リンパ節転移は認めなかった。　T1N0M0 にて全身麻酔下
に左側上唇癌の切除術を施行した。切開は左側鼻唇溝から鼻翼基
部までの切開とした。上唇は全層での切除とした。術創は下唇の
Abbeflap 法を用いて再建した。　術後は経鼻胃管から経腸栄養
を 1 週間継続した後、経口摂取へと移行した。病理組織診断の結
果、扁平上皮癌は中分化相当で深達度は 4mm であったが、周囲
断端への露出は認めなかった。　現在、術後 1 年４か月が経過し、
上唇癌の再発・転移を示す所見はなく経過している。上唇再建部
位はやや瘢痕を認めるものの整容的には満足いく結果を示し経過
は良好である。

P1-11-1
上顎歯肉に発生した微小嚢胞性付属器癌の1例

○栗尾 奈愛 1）、鎌田 久美子 1）、大江 剛 1）、横田 美保 1）、  
山村 佳子 1）、牛尾 綾 2）、工藤 保誠 2）、石丸 直澄 2）、  
宮本 洋二 1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野、
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野

【緒言】微小嚢胞性付属器癌は毛包や汗腺などの皮膚付属器への
分化傾向を示すまれな悪性腫瘍である．転移はまれで経過も緩徐
であるが，非常に高い局所浸潤性増殖を示す．そのため浸潤範囲
が予想以上に広範囲に及び，不完全切除になることが多く，再発
率が非常に高い．顔面皮膚に好発するが，歯肉での発生は報告さ
れていない．【症例の概要】53 歳，女性．6 年前に上顎歯肉の腫
瘤に気づいたが放置．徐々に増大傾向を示すため，当科を紹介さ
れ受診した．右側上顎歯肉に境界明瞭，表面平滑，白色顆粒を伴
った腫瘤性病変を認めた．明らかな骨破壊や所属リンパ節の腫脹
は認められなかった．生検の結果，皮膚付属器由来の良性腫瘍の
診断で，上顎部分切除術を施行した．術後の病理組織学的検査で
腫瘍細胞は毛包や脂腺への分化を示し，顎骨内への浸潤，腫瘍の
辺縁や深部での浸潤性増殖，神経周囲への腫瘍細胞の浸潤などを
認め微小嚢胞性付属器癌と診断された．現在術後約 1 年が経過
し，再発や転移は認めておらず経過は良好であるが 慎重な経過
観察を継続している．【結語】今回われわれは，上顎歯肉に発生
した微小嚢胞性付属器癌の 1 例を経験したので，若干の考察をふ
まえて報告した．
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P1-11-2
舌に生じた内反性乳頭腫の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、石川 敬彬、井関 富雄
大阪歯科大学口腔外科学第一講座

内反性乳頭腫は、組織学的に上皮組織由来の腫瘍が間質方向に陥
入するように内向性の発育を示すが、基底膜と間質は明瞭に境界
されている比較的まれな良性上皮性腫瘍である．好発部位は鼻腔
側壁のため耳鼻科領域での報告が多く、口腔外科領域では上顎洞
内の病変が抜歯を契機に発見されたという報告が散見される程度
である．今回我々は舌に生じた内反性乳頭腫の１例を経験したの
で報告する．患者：59 歳、男性．主訴：右側舌縁部の疼痛．現病歴：
2019 年 1 月頃に右側舌縁部の疼痛と腫瘤を自覚したが、数日で
症状は軽快した．3 月に、再び同部に疼痛が生じかかりつけ歯科
で相談し、当科受診をすすめられて来院した．口腔内所見：右側
舌縁部に長径約 7mm の境界明瞭で弾性軟の腫瘤を認めた．腫瘤
は表面粗造で一部白色であったが、周囲に硬結は認められなかっ
た．噛んだ覚えはないとのことであった．臨床診断：右側舌縁部
良性腫瘍．処置および経過：2019 年 4 月、局所麻酔下にて切除
生検を施行．術後半年が経過し再発なく経過良好である．摘出物
所見：充実性で割面は乳白色、一部は暗紫色を呈していた．病理
組織学的所見：軽度の核腫大を呈する扁平上皮様細胞が胞巣状構
造を呈し、粘膜下組織へ潜り込むように増殖していた．免疫組織
化学的染色では Ki-67、p53 とも傍基底細胞に陽性を示した．p53
は内向性増殖部で特に多くの陽性細胞を認め細胞増殖活性が高い
ことを示唆していた．確定診断は内反性乳頭腫であった．

P1-11-3
舌に生じた軟骨様脂肪腫の１例

○伊勢 幸智子 1）、逢坂 竜太 1）、濱田 裕嗣 1,2）、  
水澤 伸仁 1,2）、渡辺 大介 1,2）、金子 明寛 1,2）

1）医療法人社団松和会　池上総合病院　歯科口腔外科、
2）東海大学医学部　外科学系口腔外科

【諸言】脂肪腫は軟部腫瘍のなかでは最も頻度が高く成人に好発
し，境界明瞭な浅在性皮下腫瘤として認められることが多い．脂
肪腫は組織学的に，被包化された成熟脂肪細胞より成り，病理組
織学的に腫瘍組織の中に他の間葉系成分を含む様々な亜型、組織
学的バリアントが存在する．今回われわれは、舌に発生した脂肪
腫の組織学的バリアントの一つである軟骨様脂肪腫を経験したの
で報告する．【概要】患者；51 歳男性　主訴；左側舌縁部の腫脹
　既往歴・家族歴；特記事項なし　現病歴；2018 年 11 月頃より
左側舌縁部に無痛性の腫脹を自覚し，近在内科医より当科紹介受
診となった．現症 ; 左側舌縁部から口底部にかけて境界明瞭，弾
性やや硬，無痛性の 25mm 大の腫瘤を認めた．　画像所見；造
影 MRI にて左側舌縁部に 16 × 25mm 大の，T2 にて腫瘤内部に
著明な低信号域，周囲に被膜様構造を形成する腫瘤性病変を認
めた．生検にて Lipomatous tumor の診断を得たことから，2018
年 12 月中旬，全身麻酔下に舌腫瘍摘出術を行った．確定診断は
摘出標本で各種免疫染色を行い（S100 陽性、CD34 陰性、CD117
陰性、ビメンチン陽性）、脂肪芽細胞，成熟脂肪細胞，粘液腫様
成分を認めたことから Chondroid Lipoma の確定診断を得た．術
後半年が経過した現在，再発なく経過良好である．【結果】今回
我々は舌の軟骨様脂肪腫の 1 例を経験したので文献的考察を加え
報告する．

P1-11-4
下顎骨に発生した孤立性神経線維腫の1例と文献的統合
解析

○鈴木 啓佑、栗原 淳、小川 将、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】神経線維腫は顎口腔領域では Von Recklinghausen 病に
伴う症状として舌にみられることが多く、孤立性に顎骨内にみら
れることは稀である。今回、下顎骨に発生した孤立性神経線維腫
の 1 例を経験したので報告する。【症例と経過】症例は 53 歳男性
で，左側下顎骨の X 線透過像を指摘され当科を受診した．左側
下顎臼歯部の歯肉に発赤や腫脹は認められなかった。パノラマ X
線写真で左側下顎第一小臼歯根尖より下方に嚢胞様透過像が認め
られた。MRI で内部は、T1 で低信号、T2 で中から高程度の不
均一な信号が混在していた。生検を行ったところ、紡錘形の核を
持つ腫瘍細胞の増殖が認められ、神経線維腫との病理診断であっ
たため、腫瘍摘出術を行う方針となった。術中、腫瘍は被膜に覆
われておらずオトガイ神経、下歯槽神経と連続していたため、と
もに結紮切断し切除を行った．病理検査で、紡錘形腫瘍細胞の増
生が認められ、S-100 陽性、CD34 陽性、Neurofilament 蛋白陽性
であり、神経線維腫の診断に至った。術後、再発所見なく経過は
良好である。【考察】本邦において下顎骨に発生した孤立性神経
線維腫の報告は渉猟し得た限りでは 7 例と極めて稀であった。悪
性化する可能性は少ないとされているが、被膜に覆われておらず
再発例もあるため周囲組織を含めた切除ならびに定期的な経過観
察が必要と考えられた。【結語】今回われわれは、下顎骨に発生
した孤立性神経線維腫の 1 例を経験したので報告した。

P1-11-5
下顎顎骨中心性悪性末梢神経鞘腫瘍の1例

○勝田 秀行 1,2,3）、守谷　 崇 1,2）、倉澤 侑也 1,2）、  
齊藤 芳郎 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

悪性末梢神経鞘腫瘍は末梢神経構成細胞由来の悪性腫瘍である。
好発部位は四肢、次いで体幹であるが、口腔領域での発生は極め
て稀である。今回我々は、下顎顎骨中心性悪性末梢神経鞘腫瘍の
１例を経験したため、文献的考察を含めて報告する。症例：75
歳、女性。初診：Ｘ年 6 月。主訴：右下の奥歯で咬むと痛む。既
往歴：高血圧症。家族歴：特記事項なし。現病歴：Ｘ年 4 月末に
右側下顎大臼歯に咬合痛を生じ、5 月近歯科を受診した。6 月に
他院口腔外科を受診し、同月当センターを受診した。現症：顔貌
は右頬部が腫大していたが、右側下唇・オトガイに知覚異常は認
めなかった。口腔内では右側下顎臼歯部頬側歯肉が隆起するも、
羊皮紙様感を認めなかった。また、軽度の開口障害を認めた。画
像所見：CT では、右側下顎小臼歯部から下顎枝にかけ皮質骨を
膨隆させ、一部骨を破壊する病変を認めた。また、明らかな頸部
リンパ節転移や肺転移は認めなかった。MRI でも上記部位に不
均一な造影効果を認め、一部咬筋および内側翼突筋への浸潤を疑
い歯原性悪性腫瘍が疑われた。処置：生検により低悪性度の肉腫
が疑われたため、Ｘ年 7 月全身麻酔下に右側下顎半側切除術、右
頸部郭清術、腓骨皮弁による再建術を施行した。病理組織学的所
見：悪性末梢神経鞘腫瘍または隆起性皮膚線維肉腫の転移が疑わ
れたが、隆起性皮膚線維肉腫を認めないため、悪性末梢神経鞘腫
瘍と診断した。
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P2-1-1
口腔顎顔面領域における肉腫に関する多施設共同後ろ向
き観察研究

○小田切 宏樹 1）、山田 慎一 1）、長谷川 巧実 2,3）、  
柚鳥 宏和 3）、山川 延宏 4）、傳田 祐也 5）、伊藤 隆一 1）、  
大倉 正也 6）、柳本 惣市 3）、明石 昌也 2）、桐田 忠昭 4）、  
太田 嘉英 5）、梅田 正博 3）、栗田 浩 1）

1）信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室、
2）神戸大学医学部口腔外科学講座、
3）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、
4）奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座、
5）東海大学医学部口腔外科学、
6）大阪大学歯学部口腔外科学第一教室

【緒言】口腔顎顔面領域に原発する非上皮性悪性腫瘍、すなわち
肉腫は非常に稀であり「希少癌」である。このため、本邦におけ
る報告は単症例に基づく症例報告がみられるのみで、まとまった
症例数での検討は少なく、肉腫の治療法、予後などの研究は進
んでいない。本研究では、口腔顎顔面領域に原発する肉腫につい
て、多施設共同研究の形態により本邦における肉腫の発症状況、
治療経過、予後を明らかにすることを目的とした。【対象と方法】
2001 年 1 月 1 日～ 2015 年 12 月 31 日までの期間に口腔顎顔面領
域に原発した肉腫と診断された患者を対象とした。診療録より遡
及的に観察項目を抽出し予後を検討した。【結果】肉腫と診断さ
れた 30 例（男性 92 例、女性 54 例、平均年齢 45.2 ± 24.7 歳）を
対象とした。発症部位は下顎が 15 例（50％）と最多であり、原
発巣の最大長径は 42.3 ± 18.7mm であった。組織型は骨肉腫が
最も多く 6 例（20％）であった。治療態度としては根治的治療は
24 例（70％）に行われ、手術単独が 12 例（40％）であった。全
生存率は 5 年 81.4%、10 年 62.0%であり、手術を主体とした症例
では 5 年 95.5%、10 年 72.7％と非手術症例よりも有意に予後は良
好であった。【考察】本研究の結果から、本邦における口腔顎顔
面領域の肉腫の発症状況と手術を主体とした根治療法の有効性が
明らかにされた。

P2-1-2
当科における口唇癌および口唇粘膜癌の臨床病理学的検
討

○金 裕純 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）、柳下 寿朗 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】口腔癌のうち口唇・口唇粘膜癌の発生頻度は低く、その
詳細な報告は少ない。今回われわれは当科で加療した口唇・口唇
粘膜癌症例について検討した。

【対象・方法】1998 年 1 月から 2018 年 12 月までの 20 年間に当
科で加療した口腔扁平上皮癌 1447 例のうち、口唇癌・口唇粘膜
癌と診断した 15 例（1.02%）を対象とし後方視的に臨床病理学的
検討を行った。

【結果】性差は男性 2 例、女性 13 例、初診時年齢は 62 から 90 歳
（中央値：75 歳）であった。発生部位は口唇 6 例、口唇粘膜 9 例
であり、病期分類は Stage0：1 例、StageI：3 例、StageII：8 例、
StageIII：1 例、StageIV：2 例であった。初診時、1 例のみ頸部
リンパ節転移を認めた。治療法について、2009 年以前は放射線
単独症例が多く、2009 年以降は手術単独症例が多かった。その
うち原発巣再発を 4 例（口唇癌 1 例、口唇粘膜癌 3 例）、後発頸
部リンパ節転移を 4 例（口唇癌 1 例、口唇粘膜癌 3 例）に認め、
それらは口唇粘膜癌の症例が多数を占めた。また原発巣再発症例
では 1 例は救済し得たが、2 例が原発巣死し、1 例が頸部転移死
した。後発頸部リンパ節転移症例では 3 例が制御され、１例が頸
部転移死した。

【結論】口唇癌と比較して、口唇粘膜癌は歯肉や頬粘膜方向への
進展例が多く、原発巣再発や後発頸部リンパ節転移を生じやすい
可能性が示唆された。また、初回手術にて切除範囲を十分に検討
し確実に腫瘍を切除する必要があると考えられた。

P2-1-3
液状化検体細胞診の臨床的検討　−病理組織学的診断と
の関連について−

○安西 寛真 1）、大野 純 2,3）、橋本 憲一郎 1）、池邉 哲郎 4）、  
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）福岡歯科大学医科歯科総合病院　病理診断科、
3）福岡歯科大学　再生医学研究センター、
4）福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座　口腔外科学分野

【緒言】擦過細胞診は生検よりも外科的侵襲が少なく、臨床的に
有益なスクリーニング検査方法である。今回われわれは口腔粘
膜疾患の細胞診と病理組織学的診断の差異や関連について臨床的
検討を行った。【方法】2017 年から 2019 年に福岡歯科大学医科
歯科総合病院口腔外科で液状化検体細胞診（LBC）を実施し、生
検で病理組織学的に確定診断を行った 30 例。各症例の年齢、性
別、臨床診断、採取部位、細胞診の判定結果および病理組織学的
診断について検討した。【結果および考察】性別は男性 18 例、女
性 12 例で、平均年齢は 62.4 歳（17 歳∽ 92 歳）であった。臨床
診断は白板症 11 例、悪性腫瘍疑い 10 例、良性腫瘍疑い 7 例、難
治性潰瘍 2 例であった。採取部位は舌 17 例、歯肉 6 例、口底 3
例、頬粘膜 3 例、口蓋 1 例であった。2015 年の口腔細胞診の判
定区分では NLIM4 例、OLSIL13 例、OHSIL12 例、SCC1 例であ
った。病理組織学的診断は扁平上皮癌 10 例、上皮内癌 4 例、疣
贅癌 1 例、上皮異形成症 15 例であった。今回の検討では、細胞
診で OLSIL と判定した 13 例中 12 例が病理組織学的診断におい
て中等度以上の上皮異形成症あるいは癌の診断であった。これは
口腔上皮異形成症が組織学的に全層置換型と表層分化型に分けら
れるため、特に表層分化型では細胞診での表層細胞に異型判定が
困難であったものが多かったと推察された。OLSIL 病変に関し
ては臨床所見との総合的判断が必要であると考えられた。

P2-1-4
下顎歯肉扁平上皮癌における歯根膜進展の予測因子

○山口 高広、小川 将、栗原 淳、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】歯肉扁平上皮癌における顎骨内進展経路には直接的な顎
骨浸潤，歯根膜進展および下顎管内進展などが存在する．その中
でも歯根膜進展は有歯顎症例において骨吸収の有無に関わらず初
期の顎骨内進展経路となり得るため，その診断は非常に重要であ
る．特に歯周炎を合併している症例では歯根膜進展の判断は難し
く切除範囲設定に難渋する場合がある．今回われわれは，下顎歯
肉扁平上皮癌における歯根膜進展の予測因子について検討を行っ
た．【対象・方法】2010 年 4 月から 2019 年 7 月までに群馬大学
医学部附属病院歯科口腔・顎顔面外科で外科的切除が施行され腫
瘍が歯牙に接していた下顎歯肉扁平上皮癌 57 例を対象とした．
方法は切除標本にて歯根膜進展が認められた症例を歯根膜進展症
例とし，歯根膜進展の有無と臨床病理学的因子について統計学的
検討を行った．検討項目は年齢，性別，病悩期間，臨床視診型，
分化度，浸潤様式（INF），歯根膜腔拡大の有無，下顎骨吸収の
有無，MRI-STIR における歯根膜腔高信号の有無および FDG-
PET における SUVmax とした．【結果】病理診断学的に歯根膜
進展が認められた症例は 16 例であった．多変量解析の結果、浸
潤様式 INF-c および SUVmax において統計学的な有意差が認め
られた．【結語】今回，われわれは下顎歯肉扁平上皮癌における
歯根膜進展の予測因子について臨床病理学的に検討を行った．浸
潤様式の悪性度および SUVmax が歯根膜進展の予測因子となる
可能性が示唆された．
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P2-1-5
口腔扁平上皮癌の脂肪浸潤予見因子の検討３，口腔扁平
上皮癌の脂肪浸潤に関する免疫組織化学的検討

○川本 真貴子、栗田 浩、宜保 隆彦、盛岡 昌史、  
近藤 英司、酒井 洋徳、山田 慎一
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室

口腔癌の切除においては、距離的に切除マージンを得ること（メ
トリックアプローチ）は重要であるが、腫瘍の浸潤ルートを考
慮した切除（バリヤーアプローチ）も重要である。われわれは
口腔癌切除における脂肪層に注目し、がんと脂肪組織との位置
関係を 1. 脂肪組織への浸潤なし 2. がんが脂肪組織を貫かない症
例 3. がんが脂肪組織を貫く症例に分類し検討した結果、脂肪浸
潤のある症例では腫瘍の分化度・浸潤度が有意に高く、生存率が
低下するという結果を得た。今回われわれは、がんの病態と腫瘍
の脂肪組織接触部の病理所見について免疫組織化学的検討を行っ
たので報告する。1998 年 1 月から 2017 年 12 月までの 20 年間に
当科において手術が行われた下顎歯肉癌および頬粘膜癌の一次症
例患者 68 名を対象とし以下の項目について調査を行った。1. 年
齢および性別、2. 発生部位、3.TNM 分類（UICC, 8th）、4. 腫瘍
の病理学的所見、5. 脂肪浸潤部の病理組織学的検査所見、6. 免疫
染色所見（a-SMA, E-Cadherin, N-Cadherin, IL-6, FABP4, type 6 
collagen, MMP-11 の７種に関して H-Score を用いて評価）7. 予
後。結果、脂肪浸潤がある場合に type 6 collagen の H-Score が
有意に低く、がんが脂肪組織を貫く場合に限り E-Cadherin の
H-Score が有意に高くなることが分かった（Kruskal-Wallis Test, 
p ＜ 0.05）。この 2 種類の抗体に関して発現と予後の関連を検討
したが、有意な関連は認められなかった。

P2-1-6
Stage1-2の舌扁平上皮癌におけるMRIによる深達度

（DOI）と頸部リンパ節転移についての検討

○土肥 昭博、野口 忠秀、森 良之
自治医科大学歯科口腔外科学講座

腫瘍深達度（以下、DOI）という概念を追加した新 TNM 分類、
UICC-TNM 8th が 2017 年に改訂・施行された。そのため術前の
腫瘍深達度の評価がより重要となっている。その評価法として
は超音波検査、CT または MRI が一般的に用いられるが、今回
UICC-TNM ７ th で分類した症例について MRI により評価した
深達度と頸部リンパ節転移との関連性について検討をした。　対
象は 2011 年 1 月より 2017 年 12 月までの 7 年間に、自治医科大
学歯科口腔外科で診断および手術を行った Stage1・2（UICC-TNM 
７ th　で分類）の舌扁平上皮癌患者の 67 例で、内訳は Stage1 
28 例、Stage2 39 例であった。男性 28 例、女性 39 例で、最年
少 19 歳から最高齢 96 歳までの平均年齢は 59.6 歳であった。こ
の 67 例中、頸部後発リンパ節転移をきたした症例は 19 例に認
め、全体の 28.4%を占めた。後発リンパ節転移症例の Stage 別で
は T1 7 例、T2 12 例と T2 に多く認める傾向であった。これら
の後発リンパ節転移症例の MRI によって評価した DOI は、最小
DOI が 3.3mm、最大 DOI 15.5mm で、それらの中央値は 6.0mm、
平均値としては 7.0mm であった。一方、同症例における病理組
織学的 DOI について比較すると、最小 DOI 2mm、最大 DOI は
1mm、中央値は 6.0mm で、平均値は 5.7mm というもので、MRI
の結果よりも低値を示した。　以上のような MRI による DOI 評
価と後発リンパ節転移の関連性や他診断評価方法との比較検討
等、文献的考察を含めて報告をする。

P2-2-1
当科における悪性黒色腫の臨床的検討

○村上 明希、筧 康正、船原 隆一郎、榊原 晶子、  
長谷川 巧実、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

【緒言】口腔領域に発生する悪性黒色腫は、きわめて稀であり、
皮膚悪性黒色腫と比較して予後は不良とされており、統一された
治療法が確立されていないのが現状である。今回われわれは。過
去約 15 年間の当科における口腔悪性黒色腫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】2004 年 1 月から 2018
年 12 月までの 15 年間に当科を受診した口腔悪性腫瘍 760 例の
うち、口腔悪性黒色腫の割合、部位や予後などに関して後ろ向
きに検討を行った。【結果】同期間に初診で受診した 760 例中、
12 例（1.6%）であった。男性 6 例、女性 6 例で、年齢は 50 歳か
ら 86 歳（中央値 73 歳）で発生部位は口蓋 5 例、上顎歯肉 3 例、
下顎歯肉 3 例ついで舌 1 例であった。無色素性を 1 例に認めた。
Patel らの分類では Stage1 が 5 例、Stage2 が 3 例、Stage3 が 4
例であった。手術加療を行ったのは 10 例で、2 例は患者の希望
で放射線療法を行った。手術を施行した 10 例中、Prasad の分
類では Level2 が 4 例で、Level3 が 6 例であった。化学療法は 5
例に行われ 4 例で DAV 療法が行われていた。全例の生存期間
は 2 か月から 14 年 5 か月であり、疾患特異的 5 年累積生存率は
61.1％であった。頸部転移を 6 例に認め、遠隔転移は 4 例に認め
られた。【結語】当科における口腔悪性黒色腫の予後は既報告と
比べて比較的良好であったが、遠隔転移例も多く、今後有効な治
療法が望まれる。

P2-2-2
当科における口腔内唾液腺悪性腫瘍の臨床統計学的検討

○船原 隆一郎、筧 康正、村上 明希、長谷川 巧実、  
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

【緒言】唾液腺悪性腫瘍は頭頸部腫瘍の約 3 ～ 5％を占めること
が報告されている．口腔内唾液腺悪性腫瘍に関する報告はその
発生頻度が低いことから，単施設における臨床的報告は少ない．
今回われわれは過去 15 年間の当科における口腔唾液腺悪性腫瘍
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】
2004 年 1 月から 2018 年 12 月までの 15 年間に当科を受診した口
腔悪性腫瘍のうち，手術加療を行った一次症例 713 例のうち，口
腔唾液腺悪性腫瘍の割合，部位，予後などに関して後ろ向きに
検討を行った．【結果】713 例中 23 例が口腔内唾液腺悪性腫瘍，
13 例が小唾液腺悪性腫瘍であった．組織型の内訳は腺様嚢胞癌
が 23 例中 13 例，粘表皮癌 6 例，腺癌，唾液腺導管癌，腺房細胞
癌，明細胞癌はそれぞれ 1 例であった．発生部位は舌下腺 8 例，
頬粘膜 4 例，上顎 3 例，下顎 2 例，顎下腺 2 例，口蓋 2 例，舌 1
例，口唇 1 例であった．原発巣再発は腺様嚢胞癌の 2 例のみであ
った．頸部リンパ節転移は腺様嚢胞癌に 2 例，粘表皮癌に 1 例，
腺癌に 1 例認め，遠隔転移は 4 例で肺に多かった．術後治療は照
射単独が 9 例，化学放射線療法が 2 例に行われ，5 年疾患特異的
生存率は 95.7％で予後良好であった．【結語】当科における手術
加療を要した口腔唾液腺悪性腫瘍患者の報告を行った．口腔唾液
腺悪性腫瘍は予後良好な一方で，切除範囲に対する留意や遠隔病
変の制御には課題がみられた．
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P2-2-3
当科における過去５年間の口腔扁平上皮癌の治療成績に
関する臨床病理学的検討

○山城 康太 1）、比地岡 浩志 1,2）、三島 優美子 1）、  
内野 祥徳 1）、中村 麻弥 1）、松村 吉晃 1）、久米 健一 1）、  
後藤 雄一 1）、田中 昭彦 1）、別府 真広 1）、浜田 倫史 1,2）、  
杉浦 剛 1,2）

1）�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、

2）�鹿児島大学医学部歯学部附属病院　口腔顎顔面センター　口
腔外科

【緒言】当科では近年のエビデンスやガイドラインに基づき，
2014 年 9 月より治療方針を変更し，切除可能症例に対しては手
術療法を先行し，術後再発・後発転移のハイリスク症例に対して
術後治療を施行している。【目的】当科における OSCC 一次症例
の治療成績を評価することにより、現行の治療法や術後再発・後
発転移のリスク因子選定の妥当性を検証し，治療成績の向上を
はかることである。【対象】2014 年 9 月から 2019 年 8 月までの
5 年間に当科を受診した OSCC 症例のうち，手術療法を含む根治
的治療を施行した一次症例 145 例を解析した。性別は男性 85 例，
女性 60 例，年齢は 33 ～ 100 歳（平均 70.8 歳）であった。【方法】
TNM 分類，Stage，分化度，脈管浸潤，神経浸潤，浸潤様式，
切除断端，被膜外進展の有無に対し，局所再発や後発転移リスク，
生存率との相関について統計学的検討を行った。【結果】局所再
発のリスク因子として血管浸潤の有無，切除断端陽性に有意差が
見られた。後発転移のリスク因子として血管浸潤の有無，浸潤様
式（YK 分類）に有意差が見られた。治療方針変更後の 5 年間で
は，全ステージの疾患特異的生存率は 90%と観察期間は十分では
ないものの良好な成績が得られており，現行の治療法は妥当と思
われた。

P2-2-4
当科における過去5年間の口腔扁平上皮癌N0症例の臨床
的検討

○武田 裕利、宮下 仁、北村 淳、齊藤 志都、黒田 佳奈子、 
森 士朗、山内 健介、永井 宏和、高橋 哲
東北大学大学院　歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野

わが国における口腔癌の罹患患者数は増加している。そこで今
回，2012 年 4 月から 2017 年 3 月までの 5 年間に当科を受診して
口腔扁平上皮癌と診断された症例のうち，N0 症例の 192 症例に
ついて臨床的検討を行った。男性 89 例，女性 103 例で，平均年
齢 66.2 歳であった。原発部位で最も多いのは舌 105 例（54.7％），
頬粘膜 27 例（14.1％），下顎歯肉 25 例（13.0％），上顎歯肉 15 例

（7.8％），口底 13 例（6.8％），口唇 4 例（2.1%），硬口蓋 3 例（1.6％）
であった。Stage の内訳では，I：69 例（35.9%），II：95 例（49.5%），
III：19 例（9.9%），IV：9 例（4.7%）であった。治療法は，手術
療法単独が 182 例（94.8%）であり，放射線療法単独が４例（2.1%），
化学放射線療法が 1 例（0.5%），また BSC 症例は 5 例（2.6%）で
あった。なお，75 歳以上の後期高齢者癌患者は 64 例で，全体の
3 割を超えていた。後期高齢者の口腔癌に対する根治的治療の報
告が増えてきているが，当院においても同様であり，今後もさら
にこの傾向が続くことが予想される。

P2-2-5
当科における10年間の頬粘膜扁平上皮癌の検討

○桂野 美貴、八木原 一博、炭野 淳、石井 純一、  
柴田 真理、金 裕純、原口 美穂子
埼玉県立がんセンター�口腔外科

【緒言】頬粘膜癌は口腔 6 亜部位のうちその発生頻度が低く、治
療法や予後に関する報告は舌癌や歯肉癌に比して少ない。今回、
当科における頬粘膜扁平上皮癌症例について後方視的に検討を行
った。【対象】2009 年から 2018 年までに当科で加療した頬粘膜
扁平上皮癌一次症例（口唇粘膜癌を除く）のうち根治治療を行っ
た 49 例について、臨床像、治療法、予後について検討した。【結
果】内訳は男女比 1.3：1、年齢は 35 ～ 88 歳（平均 72.1 歳）、T
分類は T1：10 例、T2：26 例、T3：5 例、T4：8 例で、原発巣
の細部位は頬粘膜（口腔癌取扱い規約 : 頬の粘膜部）31 例、臼後
部 18 例であった。初診時頸部転移症例は 12 例（24.5％）であり、
病期分類は Stage 1：9 例、2：21 例、3：8 例、4：12 例であっ
た。治療法は手術単独：37 例、術前治療＋手術：10 例、化学放
射線併用：2 例であった。原発巣制御率について、T 分類は T1・
T2；88.9％、T ３・T4；76.9％、細分類は頬粘膜 83.9％、臼後部
88.9％であった。また、後発頸部リンパ節転移は 10 例（20.4％）
にみられ、頸部制御率は 83.7％であった。全症例における疾患特
異的 5 年累積生存率は 83.7％であった。【結語】頬粘膜癌は T1、
T2 初期病変が 7 割を超え、手術主体の治療により比較的良好な
予後が期待できることが示唆された。

P2-2-6
2012年から2018年の間に当院で一次治療を行った頬
粘膜癌32例の検討

○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

口腔癌の中でも頬粘膜を原発部位とした頬粘膜癌は、口腔癌の
中で 8 ～ 13%程度を占めており、舌・歯肉に次ぐ頻度の亜部位
とされている。予後は口腔癌の中では比較的低いとする報告が
多い。今回、2012 年 10 月～ 2018 年 10 月に国際医療福祉大学三
田病院頭頸部腫瘍センターを受診し、一次治療を行った頬粘膜
癌 32 例（男性 18 例、女性 14 例、39 ～ 85 歳）について検討し
た。UICC の T 分 類 の 内 訳 は、T1 が 2 例、T2 が 14 例、T3 が
3 例、T4a が 12 例、T4b が 1 例であった。N 分類では N0 が 21
例、が N1 が 4 例、N2b が 6 例、N2c が 1 例であった。Stage 分
類は StageI が 2 例、StageII が 9 例、StageIII が 4 例、StageIVa
が 16 例、StageIVb が 1 例であった。一次治療内容としては手術
単独が 19 例で最も多く、次いで手術 + 化学放射線療法が 9 例、
手術 + 化学療法が 1 例、手術 + 放射線治療が 1 例、CDDP 動注
化学放射線治療を根治治療として行ったものが 1 例であった。全
32 症例の 5 年累積生存率は 63.4%であった。Stage 別では StageI
が 100%、StageII が 76.2%、StageIII が 50%、StageIV が 54.6%
であった。一
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P2-3-1
当科における後期高齢者口腔癌治療の検討

○武田 幸彦 1,3）、村山 和義 1）、田村 隆希 1）、佐藤 英明 2）、  
二宮 一智 2）、戸谷 収二 2）、田中 彰 3）

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）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】近年高齢化が進み高齢者の増加とともに高齢者の口腔癌
患者も増加している。高齢口腔癌症例の治療方針を検討する際
には、できるだけ短期間の入院で機能障害を少なくということが
重要であるが、腫瘍の状態、本人の意思、PS および基礎疾患や
認知症の有無、余命等を考慮した上で家族環境等を考慮して最終
的に治療方針を決定する必要がある。今回当科における後期高齢
者口腔癌治療の現状について検討したので報告する。【症例の概
要】対象は 2012 年 1 月から 2018 年 12 月までの期間に当科を受
診した後期高齢者口腔扁平上皮癌症例一次症例である。症例数
は 32 例で男性 13 例、女性 19 例と女性が多く、最高齢は 92 歳で
あった。部位別では上顎歯肉 9 例、舌 7 例、下顎歯肉 7 例、頬粘
膜 6 例、口底 2 例、硬口蓋 1 例であり、Stage は I が 2 例 II が 8
例、III が 8 例 IV が 14 例であった。治療は根治治療を行った症
例が 27 例で 5 例には緩和治療が施行された。治療は手術単独が
11 例、動注治療は 15 例、セツキシマブ併用放射線療法 1 例であ
った。【結果】治療後の 3 年全生存率は全体では 72.3%で手術単
独では 71.6%、動注治療では 77.5%であった。進行例に行った動
注治療は有効な方法と考えられ、手術症例は比較的早期の症例が
多かったが治療後に他病死するケースもあり、高齢者の場合切除
後の機能低下や全身麻酔の影響等も考慮しなければならないこと
が考えられた。

P2-3-2
当科における口腔白板症の臨床統計的検討

○上田 剛生
沖縄県立中部病院　歯科口腔外科

口腔白板症は比較的多くみられる口腔粘膜疾患であるが，前癌病
変であり悪性化する可能性があることから，その診断と治療に
は難渋することが多い。そこで，当科における口腔白板症の治
療状況を把握することを目的に臨床統計的検討を行った。対象は
2016 年から 2019 年の 3 年間に当科を受診した口腔白板症患者 82
症例とした。性別は男性 38 例，女性 44 例，男女比は 1:1.2 とや
や女性に多かった。平均年齢は全体で 60.0 歳 , 男性 58.2 歳 , 女性
61.6 歳であった。発症部位では歯肉 , 舌の順で単独に発症する例
が多かった。臨床視診型は白斑型が最も多くみられた。処置では
外科療法が最も多く施行されていた。術後の機能障害，病理組織
学的評価を含めて検討し，今後の治療法選択の一助となるよう考
察したい。今回われわれは当科における口腔白板症の臨床統計的
検討を行ったので報告する。

P2-3-3
口腔扁平上皮癌における頸部リンパ節転移のチャート式
画像診断とその評価

○石田 喬之 1）、吉村 卓也 1）、品川 憲穂 1）、野村 綾子 1）、  
東 翔太朗 1）、宮脇 明彦 3）、比地岡 浩志 2）、  
久米 健一 2）、石畑 清秀 1）、野添 悦郎 1）、中村 典史 1）

1）�鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　先進治療科学専攻　
顎顔面機能再建学講座　口腔顎顔面外科学分野、

2）�鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　先進治療科学専攻　
顎顔面機能再建学講座　顎顔面疾患制御学分野、

3）産業医科大学歯科・口腔外科

【緒言】口腔扁平上皮癌の頸部後発リンパ節転移は節外浸潤を伴
うことが多く予後不良となる。当科では頸部後発リンパ節転移を
減少させることを目標に各種画像診断を組み合わせたチャート式
診断基準を構築してきた。今回その結果を評価したのでその概
要を報告する。【対象・方法】2005 年 10 月から 2018 年 12 月ま
でに当科で外科的治療を行った口腔扁平上皮癌一次症例 228 例
で、これらを 2005 年 10 月から 2008 年 8 月までのチャート式診
断基準導入前の 45 例を 1 群、チャート式診断基準導入を導入し
たが PET の SUV cut off 値を定めていなかった 2008 年 9 月か
ら 2010 年 3 月までの 29 例を 2 群、SUV cut off 値を 3.2 と定め
た 2010 年 4 月から 2013 年 12 月までの 57 例を 3 群、PET 装置
の施設別に cut off 値を定めた 2014 年 1 月から 2018 年 12 月まで
の 96 例を 4 群として比較検討した。【結果】頸部郭清術を行わ
なかった cN0 症例は 98 例で、その内 23 例（23.5%）に頸部後発
リンパ節転移を認めた。1-4 期間ではそれぞれ、6 例（33.3％）、
4 例（23.5%）、5 例（20.0%）、8 例（21.4%）であった。部位別で
は舌が最も高く、頸部郭清なし cN0 症例 57 例の内 18 例（31.6%）
に頸部後発リンパ節転移を認め、1-4 期間ではそれぞれ、6 例

（60.0％）、1 例（10.0%）、12 例（41.7.%）、6 例（24.0%）であった。【考
察】チャート式診断を導入することで後発頸部リンパ節転移率の
減少を認めた。しかし舌は依然頸部後発リンパ節転移率が高く、
さらなる診断精度の向上が必要と思われた。

P2-3-4
下 顎 再 建 術 前simulation に お け るCT画 像 のmetal 
artifact低減法 ‐ Cycle GANを拡張したAIの応用-

○上田 順宏 1）、今井 裕一郎 2）、中尾 恵 3）、今西 勁峰 4）、  
山川 延宏 1）、柳生 貴裕 1）、松田 哲也 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）京都大学大学院　情報学研究科、
4）イーグロース株式会社

下顎再建における術前 simulation は、手術時間の短縮や術後整
容性において有用である。当科では、下顎歯肉癌や放射線性骨壊
死症例において、3D モデルによる術前 simulation に加え、京都
大学情報学研究科、イーグロース社と共同開発した下顎再建術計
画システムである biGAKU（www.bigakuapp.com）を応用した
術前 simulation を行っている。術前 simulation を行う際には CT
画像の加工が必要であるが、特に歯科金属を有する症例の metal 
artifact（MA）除去に時間を要する。そこで、近年医療の分野に
おいても注目されている artificial intelligence（AI）の技術を用
いた MA 除去法の共同開発を行った。
今回、AI の訓練には 2018 年に当科を受診し頭頸部 CT を撮影し
た 100 例（MA あり :76 例、MA なし：24 例）の CT 画像を入力
データとした。手法は、Cycle GAN を拡張した AI を用いた。評
価は、3 例の CT データから MA を除去する方法として、従来の
手動での MA 除去（従来法）と、Cycle GAN を使用し訓練され
た AI による MA 除去（提案法）を行い、作業に要した時間と結
果画像の MA 除去の精度および解剖学的構造の正確性について 3
人の臨床医が主観評価した。
作業時間は、従来法では数十分を要したが、提案法では数秒であ
った。また、結果画像の MA 除去の精度および解剖学的構造の
正確性についても、提案法の評価が高い結果であった。
同法を応用することにより、下顎再建術前 simulation の準備に
要する時間は大幅に短縮できる有用なものとなった。
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P2-3-5
上顎顎補綴に対する軟質リライン材の有効性について

○川北 晃子、森下 廣太、村田 真穂、柳本 惣市、  
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】上顎癌術後の上顎欠損に対して一般にはアクリルレジン
製の顎義歯が装着される。しかし残存歯が少数あるいは無歯顎の
場合や、欠損腔が広範囲の場合には、通常のレジン床顎義歯では
十分な機能回復を果たすことが困難な場合も少なくない。最近、
高度に顎堤が委縮している下顎無歯顎患者に対して軟質リライン
材が保険適応となり、疼痛の緩和や、咀嚼効率が向上するとの報
告もあるが、顎義歯に対する保険適応はなく、その有効性につい
ての報告もない。そこで今回、軟質リライン材の適応外使用であ
る上顎顎義歯に対する軟質リライン材の有効性と安全性を検討す
る第 2 相試験を、特定臨床研究として実施したので、その概要を
報告する。【対象と方法】対象患者は当科において上顎歯肉癌の
ために上顎を切除し、鼻副鼻腔と口腔とが交通した６例である。
通法に従い顎義歯を作製し、シリコン系軟質リベース（GC リラ
イン 2）を用いて床裏装を行いた。なお 3 例はインプラントも併
用している。リライン前後に疼痛、QOL、咀嚼能力、咬合力に
ついて測定した。【結果】軟質リライン材は疼痛の軽減や咀嚼能
力の向上、QOL の向上に一定の効果があることが示唆された。

【結語】軟質リライン材を上顎顎義歯に応用することは有用であ
ると思われた。今後多数例での検討を行うとともに、保険適応を
目指したい。

P2-3-6
骨格筋量減少が口腔癌皮弁再建患者の予後へ及ぼす影響

○山口 高広、牧口 貴哉、小川 将、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】サルコペニアは骨格筋量減少に筋力低下を生じる病態で
あり、近年様々な悪性腫瘍における生存率低下や抗がん剤治療に
おける有害事象との関連が報告されている。サルコペニアにおけ
る主要病態である骨格筋量減少が口腔癌皮弁再建患者の予後に
与える影響を検討した。【対象・方法】対象は 2009 年 2 月から
2018 年 2 月までの群馬大学歯科口腔・顎顔面外科、形成外科で
皮弁再建が行われ、かつ術前に腰腹部 CT または PET/CT が施
行されていた口腔扁平上皮癌一次切除症例 148 例とした。第 3 腰
椎レベルの CT 水平断面で腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋、
脊柱起立筋、腰方形筋および大腰筋を含む全骨格筋量面積（cm2）
を身長の二乗で補正した値（cm2/m2）を skeletal muscle index

（SMI）とした。SMI を含めた臨床病理学的因子と疾患特異的生
存率について検討を行った。生存曲線の比較には Log-rank 検定
を用いた。多変量解析では Cox 比例ハザードモデルを用いた。
いずれの検定も p ＜ 0.05 を有意差ありと判定した。【結果】多変
量解析の結果、男性（Hazard Ratio[HR]=3.912、p=0.029）、浸潤
様 式 INF-c（HR=6.016、p=0.004） お よ び 低 SMI（HR=3.107、
p=0.005）が有意な予後因子であった。【結語】骨格筋量減少が口
腔癌皮弁再建患者の生命予後に影響を与える独立した危険因子で
あることが示された。術前早期からの運動療法や栄養療法による
骨格筋量増加が口腔癌皮弁再建後の予後改善に有用である可能性
が示唆された。

P2-4-1
320列面検出器型CTによる頸部郭清術を伴う舌半側切
除症例に対する嚥下時の舌骨運動の評価

○中島 純子 1）、齋藤 寛一 2）、石井 悠佳里 1）、  
中澤 和真 1）、河地 誉 3）、大金 覚 3）、石崎 憲 1）、  
野村 武史 2）、高野 伸夫 3）、柴原 孝彦 3）、上田 貴之 1）

1）東京歯科大学　老年歯科補綴学講座、
2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンター

【目的】 頭頸部癌手術による口腔および頸部への侵襲により、嚥
下に関与する器官の運動に左右差が生じる。嚥下時の舌骨運動は
喉頭蓋の反転や食道入口部の開大に関与し、舌骨の運動評価は嚥
下機能検査において重要な指標である。しかし、従来の嚥下造影
検査では舌骨の左右的な運動の解析は困難であり、術後の舌骨の
3 次元的な運動解析の報告はない。
320 列面検出器 CT（320ADCT）は１回転で 160 ｍｍ幅の撮影が
可能で、連続高速スキャンにより対象臓器の動態を伴う３次元的
な評価が可能である。本研究では術前後の嚥下中の舌骨運動の 3
次元的な解析を目的に、320ADCT を用いて評価を行った。

【方法】 対象は、患側の頸部郭清術を施行した舌半側切除症例 5
例（20 ～ 80 歳）。手術 1 週間前と 1 か月後に 320ADCT により
嚥下動態の評価を行い、舌骨の安静時および嚥下時の最大挙上時
の位置と３次元の運動量を解析した。

【結果・考察】 全例ともに術後の舌骨の運動量は減少し（0.5 ～
56.2％）、安静時の舌骨は健側に最大 11.7 ｍｍ偏位し、偏位が大
きい症例ほど舌骨の運動量の減少率は高かった。健側に偏位した
舌骨は嚥下中に正中方向へ復位し、上方移動量は患側に比較し健
側の舌骨の方が大きく、左右非対称な運動が確認された。全症
例、術後の食塊の下咽頭と食道入口部の通過は良好であり、術後
の安静時に舌骨の左右的な偏位が生じても、残存する左右の舌骨
上筋群の収縮により機能は保たれることが示唆された。

P2-4-2
下顎頭を形成しない腓骨による下顎再建術

○高野 昌士、佐藤 健彦、森本 真弘、牧野 修治郎
北斗病院　歯科口腔外科

【緒言】下顎頭を含めた下顎切除後の再建において，下顎頭形成
の必要性について共通理解は得られていない．今回下顎頭を含む
下顎切除後，下顎頭を再現しなかった腓骨による下顎再建例につ
いて報告する．【症例】症例 1：61 歳男性，右下顎骨骨髄炎．某
大学病院にて外科的消炎術を繰り返すも改善なく紹介．右下 5 部
から右下顎頭含む下顎区域切除，腓骨による再建術施行．腓骨
を 1 か所骨切りし顎角形成．術後 2 か月，開口 35mm，常食摂
取．症例 2：35 歳女性，左下顎骨骨肉腫．左下 2 から後方の下
顎半側切除，腹直筋皮弁と顆頭付きプレート再建．1 年後腓骨に
よる二次再建，オトガイ結節と顎角 2 か所で腓骨を骨切り．開
口 40mm，常食摂取．症例 3：60 歳男性，左下顎骨エナメル上皮
腫．右下 5 から左下顎半側切除，腓骨による再建．左オトガイ結
節，顎角部 2 か所で腓骨を骨切り．術後 3 か月，開口 42mm, 上
下無歯顎だが義歯非装着で常食可能．症例 4：61 歳女性，右臼後
部の扁平上皮癌 T3N0M0．右頸部郭清，上顎部切＋右下 4 から
関節突起基底部までの下顎区域切除，プレートと腹直筋皮弁で再
建．常食可能だがスクリュー緩みあり，1 年後腓骨による二次再
建．関節突起に炎症性骨吸収あり腓骨と固定せず遠位は遊離端と
した．1 か月後，開口度 42mm, 義歯使用せずに常食可能．【結論】
今回の対象では下顎頭を再建しなくても常食が可能で，顔貌形態
も概ね良好で満足が得られていた．
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P2-4-3
下顎再建における有用な移植骨配置デザイン方法

○早坂 純一 1）、去川 俊二 2）、作山 葵 3）、中野 崇文 3）、  
杉浦 康史 3）、林 宏栄 3）、佐瀬 美和子 3）、野口 忠秀 3）、  
神部 芳則 3）、伊藤 弘人 4）、草間 幹夫 5）、森 良之 3）

1）芳賀赤十字病院　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、
3）自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座、
4）那須赤十字病院　歯科口腔外科、
5）JCHO東京蒲田医療センター　歯科口腔外科

下顎再建は、下顎骨の欠損範囲に加えて筋肉・皮膚・口腔軟組織
の切除量を決定した上で最良の再建計画が決定される。正確な切
除範囲を再建外科医と共有することで、機能・形態の回復を最大
限に発揮し QOL 向上に繋がる。

【目的】下顎再建時の移植骨の配置デザインとその再現方法の確立
【対象】Resin frame 法による下顎骨再建を行った 55 症例
【方法】再建下顎のデザイン方法：3D 実体模型にオトガイ部およ
び骨体部の最大膨隆点および下顎角と関節突起頚部にマーキング
を行い、ついで切除範囲を描記する。
移植骨配置のデザイン；水平的には、オトガイは trapezoid ま
たは triangle にデザインする。骨体は straight または chevron 
shape にデザインする。垂直的には、オトガイから下顎角にかけ
て straight または chevron shape にデザインする。移植骨の最
小骨片は、血流を維持するために 25mm 以上とする。移植骨の
配置および温存下顎骨の整復には、Resin frame 法を用いる。術
前・術後の下顎骨の比較には、CT の DICOM データを用いて下
顎骨下縁から 10mm の範囲で fusion させて、一致率を算出した。

【結果】欠損範囲を問わず、主観的方法に比べ再現性が高まった。
【結論】本法は、再建下顎形態の変形を最小限にとどめ移植組織
を有用に配置できる。

P2-4-4
口腔癌高齢患者における血管柄付き遊離皮弁再建症例の
検討

○纐纈 衆、山隈 優、金氏 毅、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

目的：近年、医療の進歩や平均寿命の延長に伴い口腔癌患者の高
齢化が進み、血管柄付き遊離皮弁よる再建は、高齢患者に適応さ
れることが多くなっている。しかし、様々な疾患を持つ高齢患者
は非高齢患者とは異なった配慮が必要であり、特に術後合併症は
問題になることが多い。今回、血管柄付き遊離皮弁再建を施行し
た 65 歳以上の高齢口腔癌患者の臨床成績について検討した。対
象および方法：血管柄付き遊離皮弁再建を施行した 145 例（42.1％
＞ 65 歳）の治療成績および術合併症について、年齢別および
米国麻酔学会術前状態分類（ASA 分類）別に検討を行った。結
果：高齢患者群では、完全壊死を伴わない遊離皮弁再建の生着率
は 97.2％、周術期死亡率は 0％、3 年生存率は 90.0％、有病率は
80.0％であった。経口摂取開始時期、入院期間、手術時間は非高
齢患者群と有意差はなかった。また血栓症、部分壊死、創の裂開、
吻合部出血、局所感染など、遊離皮弁に関係する周術期合併症は
2 群間に有意差はなかった。嚥下障害、言語障害、栄養障害、誤
嚥性肺炎などの全身術後合併症に有意差は認めなかったが、せん
妄は高齢患者群で有意に多かった（p ＜ 0.05）。さらに、ASA 分
類 2 以上の患者は、複数の術後合併症の発生率が有意に高かった

（p ＜ 0.05）。結論：口腔癌における血管柄付き遊離皮弁による再
建術は、高齢患者の絶対禁忌とはならないが、全身疾患の有無や
術前検査を考慮し、慎重に適応症例を選択すべきである。

P2-4-5
局所進行下顎歯肉癌の下顎離断症例に対する下唇非切開
による原発切除の検討

○小栗 千里、矢谷 実英、渡辺 大智、杉山 聡美、  
小杉 泰史、林 雄一郎、大橋 伸英、馬場 隼一、  
矢島 康治、大屋 貴志、飯田 昌樹、岩井 俊憲、  
小泉 敏之、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の後方への進展症例は下顎区域切除
や半側切除の際に下唇切開を必要とするが術後に下唇の瘢痕を認
め審美的障害を生じる。今回、われわれは下唇非切開による顔面
神経への損傷と原発局所再発について検討したので報告する。【対
象・方法】2007 年 6 月から 2017 年 9 月まで当科で手術を施行し
た下顎臼歯部を首座とし下顎骨離断が必要であった下顎歯肉癌
T4:43 例のうち新鮮例 21 例（T4a:13 例 , T4b:8 例）を対象とした。
皮膚切開は顎下部から耳朶基部まで行い皮弁を挙上した。下顎離
断位置は下顎半側切除 7 例、下顎区域切除 14 例であった。顔面
皮膚合併切除は 4 例、顔面神経下顎縁枝は全例で切除した。【結果】
腫瘍切除による顔面神経下顎縁枝の麻痺の他、顔面神経頬筋枝の
麻痺を生じた症例は 1 例で顔面皮膚合併切除例であり切除が顔面
神経頬筋枝に至った。本手技による顔面神経損傷は認められなか
った。原発局所再発は 1 例認めたが切除外側後方の再発ではなか
った。【結論】下顎離断が必要な下顎後方の局所進行下顎歯肉癌
に対し下唇非切開による原発切除は顔面神経への損傷と原発局所
再発に対しては適応し得る手技と考えられたが、今後さらに症例
の蓄積、長期の経過観察が必要である。

P2-5-1
セツキシマブ投与患者におけるPETバイオマーカーを用
いた治療効果予測

○金 舞 1）、小川 将 1）、清水 崇寛 1）、牧口 貴哉 1）、  
樋口 徹也 2）、対馬 義人 2）、横尾 聡 1）

1）�群馬大学大学院医学系研究科顎顔面外科学講座・形成外科学
講座、

2）群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学

【目的】分子標的治療薬である Cetuximab（Cet）は、再発・転
移症例において PF 療法との併用で生存期間の延長が証明され
ている。しかし、重篤な有害事象発現や非奏功例も認められる
事などから、適切な症例選択や治療感受性の評価が望まれる。
18F-FDG PET は糖代謝による細胞活性に注目した機能画像検査
で，腫瘍代謝評価が可能なことが特徴である。本研究は、Cet 投
与患者における FDG-PET imaging biomarker と治療効果との関
連性について明らかにすることを目的とした。【対象および方法】
2013 年 12 月から 2019 年 1 月までに群馬大学病院歯科口腔・顎
顔面外科にて Cet による治療を施行した口腔扁平上皮癌患者 25
名を対象とした。初回治療開始前の原発病変（baseline PET）、
Cet 投与前の標的病変への PET バイオマーカーについてそれぞ
れ解析を行った。【結果】Baseline PET の原発巣では、再発・遠
隔転移症例の抗腫瘍効果において、SUVmax と SUVpeak に統計
学的な有意差を認めた。局所進行例においては、Baseline PET
の原発巣の MTV と TLG で統計学的な有意差を認めた。【結論】
今回群馬大学歯科口腔・顎顔面外科にて、再発・転移、局所進行・
手術不能症例に対し Cet を投与した患者において、抗腫瘍効果お
よび転機と FDG-PET imaging biomarker との関連性について検
討した。その結果、局所進行・手術不能症例の baseline PET に
おいて、原発病変の SUV MTV および TLG の高い症例では抗腫
瘍効果を認める可能性が示唆された。
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P2-5-2
当科における口腔癌に対するセツキシマブ、パクリタキ
セル併用療法の臨床的検討

○小林 淳一、五十嵐 友彦、中井 裕美、岡本 準也、  
清水 翔太、土橋 恵、宮崎 晃亘
札幌医科大学　医学部　口腔外科学講座

【目的】近年、抗 EGFR 抗体薬であるセツキシマブ（以下 Cmab）
は、化学療法あるいは放射線療法を併用することにより口腔癌治
療に対する新たな選択肢の一つとなっている。今回、当科におい
て Cmab とパクリタキセル（以下 PTX）を併用した症例の治療
効果、有害事象について検討したので報告する。【対象及び結果】 
2013 年 10 月より 2019 年 9 月までに当科で口腔癌進展例に対し
て Cmab と PTX 併用療法を施行した 7 例を対象とした。症例は
男性 5 例、女性 2 例であった。原発部位は舌 1 例、上顎歯肉 1 例、
下顎歯肉 2 例、口底 2 例、耳下腺 1 例であった。組織型は扁平
上皮癌が 6 例、多形腺腫内癌が 1 例であった。局所進行症例が 3
例、再発、転移例 4 例であった。治療効果は７例中３例で CR と
なった。有害事象は CTCAE v4.0 を用いて評価を行ない、全例
でざ瘡様皮疹、爪囲炎を認めたが適切に対応することで治療完遂
の妨げにはならなかった。 【考察】当科では、放射線治療、白金
製剤に不適、不応な場合に Cmab、PTX を併用した化学療法を
用いている。Cmab、PTX 併用療法以外の化学療法や放射線療法
を併用した場合に比べて有害事象が軽度であり、外来化学療法が
可能であったため、患者が自宅で過ごす時間が増え、QOL の向
上につながると考えられた。今後は、症例数を増やし治療効果、
有害事象について検討していくことが必要である。

P2-5-3
再発・転移頭頸部癌に対しNivolumabを使用した9例の
検討

○岡本 準也、小林 淳一、中井 裕美、土橋 恵、清水 翔太、 
荻 和弘、宮崎 晃亘
札幌医科大学医学部口腔外科学講座

Nivolumab は再発・転移頭頸部癌の全生存期間が単剤化学療法
を行なった群よりも有意に延長することが報告され、本邦では
2017 年 3 月から頭頸部癌に対して保険収載となった。今回、当
科と腫瘍・血液内科の連携により、Nivolumab を投与した再発・
転移頭頸部癌 9 例について検討を行なったので報告する。
対象：期間は 2017 年 4 月から 2019 年 9 月、年齢は 59 歳から 77
歳で男性 6 例、女性 3 例、組織型は扁平上皮癌が 6 例、腺様嚢胞
癌が 2 例、粘表皮癌が 1 例であった。初診時病期は I 期 1 例、II
期 1 例、III 期 2 例、IV 期 5 例で進行例が多くを占めていた。経
過については、術前化学放射線療法＋外科療法後の遠隔転移、再
発症例が 4 例。局所進行または遠隔転移を認め、外科療法適応外
の化学療法または放射線療法施行症例が 5 例であった。
Nivolumab 使用による効果判定は PR1 例、SD4 例、PD4 例で
あり、投与回数は 1 回から 14 回で、現在も投与継続している
症例が 2 例であった。PD 症例のうち 1 例では Nivolumab 投与
後に、C-mab ＋ PTX を再投与して CR が得られた。PR 症例で
は、4 コースの C-mab ＋ FP 投与においても腫瘍制御困難であ
り、Nivolumab 投与を開始したところ、3 回の投与により著名な
原発腫瘍の縮小を認めた。有害事象は食欲不振（Grade1）が 1
例、下痢、倦怠感、皮膚炎（Grade1）が 1 例にみられた。今後、
Nivolumab の適応決定や投与のタイミング、Nivolumab の治療
効果が得られなかった際の化学療法について検討する必要がある
と思われた。

P2-5-4
再発転移口腔ガンに対する免疫チェックポイント阻害薬
と殺細胞性抗癌剤とのスイッチ療法例の検討

○篠崎 勝美、轟 圭太、喜久田 翔伍、田上 隆一郎、  
安陪 由思、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

【目的】Nivolumab（Nmab）は，再発転移頭頸部癌に対する全生
存期間の延長が示されたが，十分な治療効果が得られない症例も
存在し，その後の治療選択に悩むことがある．一方，非小細胞肺
癌において，免疫チェックポイント阻害薬の暴露が救済化学療法
の奏功率を改善したとの報告があり，頭頸部癌でも Nmab 投与
後の化学療法による奏功率が注目されている．今回われわれは，
Nmab 治療後の腫瘍増大症例において化学療法が有効であった症
例を４例経験したため，その概要を報告する．【対象】久留米大
学医学部歯科口腔医療センターにて再発転移口腔癌に対し Nmab
投与後に腫瘍増大をきたし，化学療法薬に変更した４症例．性
別；男性 2 例，女性 2 例．初診時年齢は 50 から 60 歳代であっ
た．原発部位内訳は，上顎．1 例，下顎；3 例．いずれの症例も
1 次治療として手術もしくは放射線療法を行い， 2 次治療として
Paclitaxel+Cetuximab を行い，3 次治療として Nmab 投与を行
ったが，腫瘍増大をみとめ，再度 Paclitaxel（+Cetuximab）に
変更していた．【結果】Nmab 後の化学療法は Paclitaxel 単剤が
２例，Paclitaxel +Cetuximab が 2 例で，全例 PR であった．【ま
とめ】Nmab 投与中止となった後の化学療法の奏功により，生存
期間の延長につながっていると考えられた．

P2-5-5
再発・転移口腔癌に対するNivolumab投与の使用経験

○大橋 祥浩 1）、加藤 晃一郎 1）、増田 千恵子 1）、  
熊谷 賢一 2）、川口 浩司 2）、堀江 彰久 1）、濱田 良樹 2）

1）関東労災病院　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】免疫チェックポイント阻害薬である Nivolumab は、免疫
機構による抗腫瘍効果を介し、2017 年 3 月に再発・遠隔転移を
有する頭頸部癌に適応が追加され、使用経験が集積されつつあ
る。今回、Nivolumab 投与が奏効した 2 例を経験したので報告
する。

【症例】患者 1：86 歳男性。右下顎骨中心性扁平上皮癌（T4bN1M0）
の診断にて Cetuximab+Paclitaxel を投与後 CR となった。その
後に腫瘍増大を認め、放射線治療および Carboplatin を投与した
が、SD にて Nivolumab を計 3 回投与した結果、PR となった。
有害事象として間質性肺炎を発症し Nivolumab の投与は中止し
たものの、在宅に移行して担癌生存中である。
患者 2：62 歳男性。舌扁平上皮癌（T1N0M0）の診断にて舌
部分切除術後、後発リンパ節転移および肺転移を認めた。
FP+Cetuximab 投与するも PD にて、Nivolumab を計 6 回投与
した。後発リンパ節転移は縮小したが、肺転移は増大を認めたた
め Paclitaxel 投与し、現在 PR となっている。

【考察】Nivolumab 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。自験例では腫瘍の消失には至らなかったが、縮小効果を認め
た。担癌状態ではあるが生存しており、症例によって投与を継続
することは、生存期間の延長が期待できると考えられた。
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P2-5-6
緩和的治療としてのカルボプラチン動注化学療法の有用
性について

○又吉 亮、仲宗根 敏幸、後藤 新平、仲西 奈穂、  
加藤 大貴、宮本 昇
琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科

【緒言】わが国は 2007 年に超高齢社会に突入した。多くの高齢者
は臓器機能が低下しているため、緩和的治療を施行することも多
い。今回，緩和治療としてカルボプラチンによる動注化学放射線
療法を適用した患者について検討したので報告する。【対象・方
法】2015 年から 2017 年に当科を受診した口腔がん患者のうち，
PS2 または 3 で，手術療法を適用しない患者，または再発により
根治療法が適用できない患者のいずれかで，緩和的治療を希望し
た患者 8 例を対象とした。動注化学療法は大腿動脈からのセルジ
ンガー法で，放射線療法が併用できる症例は併用した。投与量は
カルバートの式を用いて AUC=4.5 とした。有害事象は CTCAE
の Ver.5 を用いて白血球数，好中球数，ヘモグロビン数，血小板数，
口腔粘膜炎，低ナトリウム血症，高カリウム血症について評価し
た。【結果】治療期間中の有害事象のため治療中止となった症例
は認められなかった。8 例中 1 例は治療中に PD となり死亡退院
となったが、7 例は CR，PR，SD となり，退院可能となった。【結
論】8 例中 7 例が退院可能となり，2 例は現在も生存している。
1 例は消息不明であるが，7 例すべてが一時的ではあるが，QOL
を回復することができた。緩和的治療としてカルボプラチン動注
療法が有用な選択肢となり得ると思われた。

P2-6-1
外部照射併用治療後、5年超で発症した口腔多発癌症例
の臨床病理学的検討

○柴田 真里 1,2）、八木原 一博 1）、炭野 淳 1）、石井 純一 1）、  
桂野 美貴 1）、金 裕純 1）、原口 美穂子 1）、柳下 寿郎 3）、  
石川 文隆 3）

1）埼玉県立がんセンター　口腔外科、
2）�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、

3）埼玉県立がんセンター　病理診断科

【目的】
当科では時折、第一癌の外部照射併用治療後に、放射線誘発癌が
疑われる第二癌を治療する機会がある。そこで今回、われわれは
外部照射後、5 年超で発症した口腔多発癌について検討した .

【対象・方法】
対象は、2000 年～ 2013 年に第一癌の初回治療として外部照射併
用治療を施行した口腔扁平上皮癌 161 例である。部位は下顎歯
肉；43 例、頬粘膜；32 例、舌；30 例、上顎歯肉；29 例、口底；
12 例、口蓋；10 例、下顎骨 4 例、上顎骨 2 例であった。T 因子
は T1；9 例、T2；58 例、T3；61 例、T4a；33 例であった。こ
のうち、5 年超で第二癌を発症した症例を抽出し、臨床病理学的
に検討した。

【結果】
5 年超で発症した第二癌は 4 例（2.5%）であった。性差は女性が
全例、初診時年齢は 70 ～ 80 歳（中央値 72 歳）であり、照射線
量は 38 ～ 50Gy（中央値 40Gy）であった。第二癌発症までの期
間は 5.4 ～ 14.1 年（中央値 8.4 年）であり、発症部位は反対側の
同部位が 2 例、同側の他部位が 2 例であった。T 因子は T １；1
例、T2；3 例であった。治療は全例に外科治療が適用され、病理
組織診断は全例が扁平上皮癌であった。転帰は生存；3 例、他病
死；1 例であった。

【まとめ】
外部照射併用治療後、5 年超で発症した口腔多発癌は 2.5％であ
った。早期に第二癌が発見できれば外科治療によって根治が期待
できる。

P2-6-2
術前にS-1投与を行った口腔扁平上皮癌における生検・
手術検体での簇出の変化と治療法との関係

○早田 麻衣 1,2）、佐野 孝昭 2）、越 浩美 2）、小山 徹也 2）、  
小川 将 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、

2）群馬大学大学院　医学系研究科　病理診断学講座

【緒言】S-1 は 5-FU のプロドラッグであるテガフールを含む経口
抗がん剤である。群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎顔面外科
では、口腔扁平上皮癌治療において手術待機期間の腫瘍増大抑制
目的に、症例に応じて術前の S-1 投与を行っている。今回、術前
の S-1 投与の効果について簇出（tumor budding）を用いて検討
したので報告する。【方法】口腔扁平上皮癌 248 例（S-1 投与 141
例、S-1 非投与 107 例）について、生検（S-1 投与前）および手
術検体（S-1 投与後）を用い、budding score（BS）の変化量や
後発転移を含む予後不良因子との関連について検討した。 全症
例に keratin の免疫染色を行い BS を判定し、腫瘍細胞 5 個未満
の小胞巣と定義した。強拡大視野で腫瘍浸潤部をスクリーニング
し、対物 20 倍視野で浸潤最先端部での 1 視野あたりの最高値を
その症例の BS とした。また、BS は 5 個未満を low、5 個以上を
high と分類した。【結果】S-1 非投与群では、切除標本の BS は軽
度増加する傾向があった。S-1 の治療は BS を下げる効果があっ
たが、いくつかの症例の切除標本では S-1 投与の初期段階で BS
が極端に増加した。無再発生存率では、BS の高い症例で S-1 の
投与群と非投与群との間で有意差がみられた。【考察およびまとめ】
今回の検討で、S-1 投与は BS の低い患者よりも BS の高い患者
でより効果的である可能性が示唆された。

P2-6-3
口腔癌動注化学放射線療法における予後推定栄養指数の
有用性

○久保田 耕世、伊藤 良平、田中 祐介、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
科で動注化学放射線療法を施行した口腔癌患者 36 例について、
inflammation based prognostic score の生存率に与える影響につ
いて検討を行った。【対象と方法】2005 年から 2017 年までに当
科で動注化学放射線療法を施行した 36 例について年齢、性別、
T 分類、初診時頸部リンパ節転移の有無、NLR、PLR、LMR、
PNI、CAR、mGPS と全生存率について検討した。SCC 以外の
組織型、重複癌、急性・慢性炎症性疾患、血液疾患患者、ステロ
イド投与患者、βアンタゴニスト投与患者、生検直後の採血は
除外した。【結果】対象症例の平均年齢は 64.5 歳　男性 31 名、
女性 5 名であった。全生存率に対する cut off 値は NLR　2.259、
LMR 5.585、PLR 111.607、PNI 44.592、CAR は 0.056 となった。
Logrank 検定を施行したところ、PNI 低値群で統計学的に全生存
率の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 PNI において有意差が認め
られ、また、多変量解析を施行したところ、PNI が独立した因子
と認められた。【結論】口腔癌動注化学放射線療法施行症例にお
いて、全生存率の予測因子として PNI が重要であることが示唆
された。
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P2-6-4
進行口腔癌に対する逆行性動注化学療法併用陽子線治療：
頸部リンパ節転移症例を含めた検討

○高山 香名子 1）、北畠 健司 1,2）、遠藤 大雅 2）、  
林 雄一郎 2）、來生 知 2）、光藤 健司 2）、不破 信和 3）

1）�総合南東北病院　放射線治療科／南東北がん陽子線治療セン
ター、

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、
3）伊勢赤十字病院　放射線治療科

【目的】局所進行口腔癌に対し逆行性動注化学療法と陽子線治療
の併用療法を施行し、その有効性及びリンパ節転移に対する治療
の意義について検討する。【方法】2015 年 4 月から 2018 年 3 月
に南東北がん陽子線治療センターにて治療を行った進行口腔癌例
のうち遠隔転移及び照射歴のない一次症例・術後再発 72 例を対
象とし検討した。症例の内訳は男性 47 例／女性 25 例、一次症例
56 例／術後再発 16 例、頸部リンパ節あり（LN+ 群）53 例／頸
部リンパ節転移なし（LN- 群）19 例であった。全例に浅側頭動
脈経由動注化学療法と陽子線治療（予防域治療にはＸ線を併用）
の併用療法を施行した。照射線量の中央値は 70（64.2-72.6）Gy

（RBE）、動注はシスプラチン（20 ‐ 40mg/m2）を用い週 1 回、
6 コースを原則とした。【成績】観察期間の中央値は 31（3 ‐ 54）
か月であった。Kaplan-Meier 法による 3 年全生存率、原発巣及
び頸部リンパ節の 3 年局所制御率はそれぞれ 77％、86％、82 ％
であった。LN+ 群と LN- 群に分けた 3 年全生存率はそれぞれ
70％、89％、3 年領域制御率はそれぞれ 81％、84％であり、い
ずれも有意差をみとめなかった。急性期有害事象は Grade3 の粘
膜炎を 55％で、晩期有害事象は Grade2 の骨髄炎を 6％、Grade2
の嚥下障害を 7％で認めた（CTCAE.ver4.0）。【結論】本研究で
原発巣及び通常 X 線抵抗性とされる頸部リンパ節転移に対して
良好な治療効果が示唆され、本療法は臓器温存療法の選択肢の一
つとなりうると考えられた。

P2-6-5
口腔癌に対する放射線治療における、スペーサー使用お
よび補綴物除去の有効性の検討

○井上 和繁 1）、平山 真敏 2,3）、吉田 遼司 2）、福間 大喜 2）、  
廣末 晃之 2）、永田 将士 2）、高橋 望 2,4）、有田 英生 2,5）、  
中山 秀樹 2）

1）熊本大学病院　歯科口腔外科、
2）熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科学分野、
3）公立学校共済組合九州中央病院　歯科口腔外科、
4）紀南病院　歯科口腔外科、
5）飯塚病院　歯科口腔外科

【目的・背景】当科では口腔扁平上皮癌（OSCC）患者に対する放
射線治療において、口腔粘膜炎などの有害事象を軽減する目的で
放射線治療補助装置であるスペーサーを使用している。一方、口
腔内の金属補綴物は、散乱線の発生により口腔粘膜炎を増悪する
という報告があるが、金属補綴物を除去することで摂食障害につ
ながるという意見もある。今回、我々は当科で化学療法併用放射
線治療（CCRT）を行なった OSCC 患者を対象に、スペーサー使
用および口腔内金属補綴物の除去の有効性について臨床統計学的
検討を行なった。【方法】過去 5 年間に当科で CCRT を施行した
OSCC 患者 84 名を対象とした。スペーサー使用の有無、金属補綴
物の有無、放射線照射部位、粘膜炎のグレード、発症時期などを
後方視的に調査し、スペーサー使用の有効性および金属補綴物の
有無と口腔粘膜炎の関係について臨床的検討を行った。【結果】舌、
下顎、頬粘膜が原発の場合、スペーサーを使用することで上顎の
粘膜炎発症率を軽減していた。一方、上顎が原発の場合、下顎部
の粘膜炎発症率に有意な差はなかった。また、金属補綴物が存在
する患者と存在しない患者を比較すると、口腔粘膜炎の発症率に
有意な差はなかった。【考察】口腔粘膜炎などの有害事象を軽減す
る上でスペーサー使用が有効であることが分かった。また、放射
線治療に際しての金属補綴物除去の意義は低いと考えられた。

P2-7-1
ステロイドおよび免疫抑制剤長期投与患者に発症した口
腔癌患者に関する疾患別サブグループ解析

○清村 慶子 1）、古川 浩平 2）、鳴瀬 智史 2,3）、柳本 惣市 3）、  
土橋 宏輝 3）、宜保 隆彦 4）、山田 慎一 4）、栗田 浩 4）、  
梅田 正博 3）

1）長崎大学　歯学部、
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）大村市民病院　歯科口腔外科、
4）信州大学医学部　歯科口腔外科

【目的】ステロイドあるいは免疫抑制剤による長期免疫抑制状態
は、発癌や癌細胞の増殖において危険因子と報告されている。一
方，慢性関節リウマチ（以下 RA）治療患者においては通常患者
と有意差がないとされる報告もある。今回我々は長期免疫抑制治
療の既往のある口腔癌患者の治療成績について疾患別にサブグル
ープ解析を行った。【材料および方法】2008 年から 2017 年の間
に参加 2 施設で，臓器・造血肝細胞移植および RA にて免疫抑制
治療を受けた既往があり，かつ標準治療を受けた口腔癌患者それ
ぞれ 7 例について検討を行った．同期間の口腔癌患者でステロイ
ドあるいは免疫抑制剤非使用患者 221 例をコントロールとした。

【結果】臓器・造血幹細胞移植症例の治療成績について単変量解
析を行ったところ，頸部再発（P=0.035）および遠隔転移（P=0.024）
において有意に高い発症率であった。生存率では疾患特異的生存
率および全生存率で有意に低下がみられた．一方，RA 群では治
療成績および生存率ともにコントロール群と有意差はみられなか
った。【結論】RA 患者では免疫抑制治療に伴う癌の増殖につい
てコントロール群と有意差はみられず、既報告と同様の結果とな
った。ただその基礎的メカニズムについては不明であり、今後の
検討課題と考えられた。

P2-7-2
当院の骨修飾薬投与患者のコホート調査と医科歯科連携
の現状

○安部 貴大、藤原 夕子、小関 珠理亜、川上 大、  
小松 紀子、阿部 雅修、星 和人
東京大学　医学部附属病院　口腔顎顔面外科・矯正歯科

骨修飾薬（Bone modifying agent; BMA）の有害事象として顎
骨壊死（Osteonecrosis of the jaws; ONJ）が広く知られている
が，BMA 投与にあたり，処方医と歯科との連携の実態に関する
情報は未だ十分とはいえない．我々は，当院の入院患者が BMA
投与にあたり，当科へ口腔診査依頼のあった患者の実態調査を
行うとともに，BMA 投与患者を対象として，薬剤関連顎骨壊死

（Medicine‐related ONJ; MRONJ）の発症状況について解析した．
当院では，処方医からの依頼は 9 割が投与前で，多数の診療
科に概ね周知されていた．BMA 投与患者のうち，調査期間
内の MRONJ 発症率は 6.3％で，がん患者で有意に高かった

（p=0.0034）．背景因子ではアルブミン値が MRONJ のがん患者で
有意に高く（p=0.041），抜歯がリスク因子となった（オッズ比；
5.368，95％信頼区間；1.397-20.631，p=0.014）．また，血管新生
阻害薬を併用する患者で発症が早まる傾向にあった．
今回の調査では，当院の医科歯科連携は良好と思われた．
MRONJ は入院中の非がん患者ではなく，がん患者で発症率が高
かった．これら患者の抜歯の適応は慎重に検討する必要がある．
今後，さらなる連携強化の推進と，より詳細な対処法を網羅する
指針の確立ならびに口腔管理の標準化を期待する．
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P2-7-3
口腔外科手術周術期における抗血栓療法患者に対するヘパリ
ンブリッジの有効性に関する多施設共同後ろ向き観察研究

○後藤 弘一 1）、山田 慎一 1）、長谷川 巧実 2）、吉村 仁志 3）、  
五月女 さき子 4）、冨原 圭 5）、長谷川 温 6）、菱田 純代 7）、  
上田 順宏 8）、傳田 祐也 9）、岡本 健二郎 10）、明石 昌也 2）、  
近津 大地 6）、野口 誠 5）、太田 嘉英 9）、藤田 茂之 9,10）、  
渋谷 恭之 7）、桐田 忠昭 8）、梅田 正博 4）、栗田 浩 1）

1）信州大学　医学部　歯科口腔外科、2）神戸大学　医学部　歯
科口腔学教室、3）福井大学　医学部　感覚運動医学講座　歯科
口腔外科学、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）富山大学　医学部　歯科口腔外科学講座、6）
東京医科大学　医学部　口腔外科学分野、7）名古屋市立大学　
医学部　口腔外科、8）奈良県立医科大学　医学部　口腔外科学
講座、9）東海大学　医学部　口腔外科、10）和歌山県立医科大
学　医学部　歯科口腔外科学講座

抗血栓療法中の患者に対する侵襲的処置を行う場合、抗血栓療法中止
に伴う血栓症発症リスクが高い場合は半減期の短い未分画ヘパリンに
切り替えて抗凝固療法を術前 4-6 時間まで行うヘパリンブリッジが推
奨されている。しかしながら、周術期のヘパリンブリッジの有効性に
ついて検討した報告は口腔外科領域では多数例をもとに検討した報告
はない。本研究では多施設共同後ろ向き観察研究の形態により抗血栓
療法施行患者における口腔外科手術周術期でのヘパリンブリッジの有
効性を検討することを目的とした。【対象と方法】2006 年 1 月 1 日～
2016 年 12 月 31 日までの期間に抗血栓療法を施行中の患者で口腔外
科手術に際しての周術期管理においてヘパリンブリッジを実施された
患者を対象とした。診療録より遡及的に観察項目を抽出し、術後の合
併症の発症率と内容、発症に関連する因子を検討した。【結果】周術
期にヘパリンブリッジを行った 146 名（男性 92 名、女性 54 名、平均
年齢 71.3 ± 12.3 歳）を対象とした。術後合併症は 37 例（25.3%）で
発症しており、局所的な出血が 18 例（12.3%）で最も多かった。術後
合併症の危険因子としては、併存疾患の有無が有意な独立した因子と
して抽出された。【考察】本研究の結果から、ヘパリンブリッジ実施
時の術後合併症発症と併存疾患の有無が関連することが示唆された。

P2-7-4
頭頸部化学放射線療法患者における口腔粘膜障害が周術
期栄養状態に与える影響

○浅見 拓哉、金 舞、清水 崇寛、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

【目的】頭頸部癌に対する化学放射線療法（CRT）に伴う口腔粘
膜障害の症状緩和において、エピシルの有効性が報告されてい
る。口腔粘膜炎は摂食の妨げとなり、栄養状態への影響を及ぼす
が、口腔粘膜炎の症状緩和が栄養状態に与える影響に着目した報
告はない。本研究では、当院におけるエピシル使用群と未使用群
を比較し、栄養指標の状態変化について比較することを目的とし
た。

【方法】2012 年から 2019 年までに、頭頸部癌に対する CRT に
伴う合併症予防を目的に当科を受診した 84 名を対象とした。
検討項目として、年齢、性別、入退院時の Body Mass Index

（BMI）、がん治療開始日、完全経口欠食期間、経腸栄養期間、体
重変化率、粘膜炎重症度、本材開始時期、使用本数、NSAID や
オピオイド投与期間について比較を行った。栄養状態の指標と
し て、Prognostic Nutritional Index（PNI）、modified Glasgow 
Prognostic Score（mGPS）を用いた。

【結果】がん治療開始に伴い、本材使用群、未使用群ともに有意
な体重減少（使用群：-10.2 ± 0.8, 未使用群：-10.7 ± 1.4）と栄養
状態の低下（PNI 使用群：37.0 ± 1.0, 未使用群：34.61 ± 3.8）を
呈した。治療開始から完全経口欠食期間においても、使用群と未
使用群の間に統計学的有意差を認めた（P ＝ 0.019）

【結論】口腔粘膜障害による栄養学的指標に統計学的有意差は認
めなかったが、本剤使用により、完全経口欠食期間に影響を与え
る可能性が示唆された。

P2-7-5
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。対応は対症療法が中心であり、適切な疼痛
コントロールが必要である。2018 年 5 月からエピシル TM 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− 2019 年 10 月まで当
院でがん治療を行った患者のうち、エピシルについて情報提供
を行った 256 例についてがん種、性別、年齢、治療内容、疼痛

（Numerical Rating Scale： 以 下 NRS）、CTCAE（ver3.0/5.0）、
使用後の患者コメントについて調査した。エピシルは使用を希望
した患者に提供した。（結果）男性 190 例、女性 66 例、平均年齢
62.7 歳（17 ‐ 92 歳）、頭頸部がん 147 例、血液がん 42 例、消化
器がん 31 例、呼吸器がん 18 例、その他 18 例であった。抗がん
薬物療法 77 例、放射線治療 143 例、末梢幹細胞移植 36 例であっ
た。継続使用が可能であったのは 172 例（67.2％）であり、エピ
シルにより NRS 平均値は 4.7 から 2.7 と改善する傾向にあった。
また、投与時の CTCAE（ver5.0）が grade2 以上の群がより効
果があった（p ＜ 0.01）。使用継続不可能であった症例はにおい
や味が合わず、ノズルが固く使用できなかった。（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
あり、CTCAE（ver5.0）grade2 以上で開始する方がより効果が
あると推察された。

P2-7-6
日本人の口腔扁平上皮癌における遺伝子発現解析

○大澤 侑子 1,2）、細道 一善 3）、内堀 雅博 1,2）、田中 正史 2）、 
太田 嘉英 1）、田嶋 敦 3）、木村 穰 2）

1）東海大学医学部付属病院�外科学系口腔外科、
2）東海大学�医学部�基礎医学系�分子生命科学、
3）金沢大学�医薬保健研究域�医学系�革新ゲノム情報学分野

口腔扁平上皮癌は本邦で年間約 5900 名が罹患しており、年々増
加傾向にある。しかし悪性腫瘍全体では 1%程度とその希少性
から遺伝学的プロファイルは明らかではなく、治療法は限られ
ている。まず、その病態解明を目的とした。対象患者は口腔が
ん患者かつ他の悪性腫瘍を既往に持たない患者のうち、一次治
療を手術療法とした者に限定した。解析対象は一次治療の手術
時に得られた腫瘍組織と正常粘膜組織とした。mRNA 解析の結
果、両者で発現プロファイルは大きく異なり、2 群に分かれた。
また正常粘膜組織をコントロールとして腫瘍組織の発現変動遺
伝子（Differentially Expressed Genes: DEGs）を解析した。そ
の結果 DEGs は 40 遺伝子を認めた。これらを DAVID（ver6.7）
で解析した。腫瘍部で発現が上昇していた DEGs における Gene 
Ontology（GO）では免疫応答、細胞外マトリックス、抗原結合
などの遺伝子が、腫瘍部で減少していた DEGs の GO は角化、表
皮細胞分化、上皮細胞分化などの遺伝子が、KEGG pathway の
解析ではタイトジャンクションなどへの関連が認められた。ま
た、われわれの研究室では先行研究として臨床検体に対し、次世
代シークエンサーを用いて頭頸部癌の cancer driver gene など計
76 遺伝子の exon 解析を行った。結果、NOTCH1 と FAT1 に高
頻度で体細胞変異を認め、その予後は対照的であった（第 77 回 
日本癌学会 2018）。

一
般
演
題

（
ポ
ス
タ
ー
）



198　第38回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 The 38th Annual Meeting of Japanese Society of Oral Oncology　199

P2-8-1
口腔内に発症を認めた悪性リンパ腫の臨床的検討

○蒲原 麻菜、合島 玲央奈、森 啓輔、檀上 敦、山下 佳雄
佐賀大学　医学部　歯科口腔外科

≪緒言≫悪性リンパ腫は、頭頸部領域に好発するが、口腔内に発
症する悪性リンパ腫は比較的まれである。今回我々は、過去 11
年間に顎口腔領域に初発症状もしくは再発所見を呈した悪性リン
パ腫の症例について症例検討を行った。≪対象≫ 2008 年１月～
2019 年 5 月の過去 11 年間に顎口腔領域に初発症状もしくは再発
所見を呈し、当科を受診した 15 症例を対象とした。検討因子と
して、年齢、性別、部位、症状、初診時臨床診断、病理学的診断、
血液検査所見（LDH, IL-2, HTLV-1, SCC）、腫瘍の形態および発
育様式、病期、治療、生検および治療開始までの期間、紹介先を
検討し、また再発症例においてはさらに再発までの期間および再
発部位についても検討を行った。≪結果≫症例は 15 例（3 例再
発）で、当科初診時年齢は 11 歳～ 88 歳（平均年齢 70.4 歳）で
あり、男性 7 名、女性 8 名であった。部位は上顎 7 例（2 例再発）、
下顎 5 例、頬部 3 例（1 例再発）であった。初発症例 8 例におい
て腫瘤形成を認め、その内潰瘍を伴うものが 3 例、伴わないもの
が 3 例ずつであり、再発症例は 2 例に潰瘍形成を認めた。病理組
織学的にはび漫性大細胞型 B 細胞性リンパ腫が 8 例と最も多く、
腫瘍の形態は皿状の形態を示すものが多く、また外向性の発育形
態を認める症例が多かった。≪考察≫口腔内に発症する悪性リン
パ腫の特徴を明らかにするために、さらに症例を増やし検討する
必要がある。

P2-8-2
口蓋に発生した節外性辺縁帯リンパ腫の1例

○伊澤 和三 1）、鈴木 大貴 1,2）、中西 康大 1,3）

1）SUBARU健康保険組合　太田記念病院　歯科口腔外科、
2）東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座、
3）東海大学医学部付属八王子病院　歯科口腔外科

【緒言】辺縁帯リンパ腫のうちでリンパ節以外に発症する節外
性辺縁帯リンパ腫は，粘膜関連リンパ組織，mucosa associated 
lymphoid tissue（MALT）リンパ腫と同義であるとされている。
今回口蓋に発生した節外性辺縁帯リンパ腫の 1 例を経験したので
報告する。【症例の概要】患者は 85 歳男性。口蓋腫脹を認め、近
医歯科にて歯性感染症の診断で上顎大臼歯抜歯術が行われたが、
症状改善せず当院紹介受診した。左口蓋部に 8mm 大の腫脹を認
め、口蓋腺原発の唾液腺腫瘍を疑い生検術を施行した。病理組織
診断にて節外性辺縁帯リンパ腫の診断を得た。唾液腺、甲状腺の
MALT リンパ腫では自己免疫疾患を基盤に発症することが知ら
れており、シェーグレン症候群の検索を行い、口唇腺生検および
眼科対診を行った。悪性リンパ腫の治療に関し、血液内科対診も
行った。病期診断には骨髄検査、PET-CT が必要であるが、本人、
家族は希望しなかった。血球減少や臓器障害を認めていない状態
であり、進行期だった場合でも、年齢や合併症を踏まえ、局所切
除や経過観察になる可能性も高い。口蓋の節外性辺縁帯リンパ腫
の報告は少なく、慎重な経過観察を行っており、高齢社会におけ
る治療の選択に悩まされた症例であった。【結語】今回われわれ
は、シェーグレン症候群との関連が示唆された口蓋部の MALT
リンパ腫の症例を経験したのでその概要を報告した。

P2-8-3
頬部に発生したMALTリンパ腫の1例

○平島 惣一、宮脇 昭彦、志渡澤 和佳、上田 大佑、  
秋森 俊行、大矢 亮一
産業医科大学病院　歯科・口腔外科

【緒言】日本で発生するリンパ腫の 95%は非ホジキンリンパ腫
で、節外臓器の口腔粘膜などにも発生することが知られている。
MALT（mucosa-associated lymphoid tissue）リンパ腫は特徴的
な組織像を有する節外性の非ホジキンリンパ腫で，消化管に好発
するが，肺，甲状腺，眼窩，唾液腺にもみられる。今回われわれ
は，右頬部に発生した MALT リンパ腫の 1 例を経験した。
患者は 80 歳代の女性で，H23 年 4 月下旬頃より、かかりつけ眼
科医から左頬部の腫脹を指摘され、歯科受診を勧められ、歯科を
受診した。同年 6 月に精査加療のため、当科に受診となった。
＜口腔外所見＞　顔貌左右非対称で左頬部から鼻唇溝付近にかけ
てび漫性腫脹を認め、境界不明瞭でやや弾性硬であるが、圧痛は
なかった。頬部、眼窩下部、鼻部、上唇部に知覚異常は認めなか
った。
＜口腔内所見＞左上３番～６番相当部の歯肉頬移行部に触診に対
して違和感を認め、左上４番～７番打診に対して軽度疼痛があっ
た。
＜エコー検査＞左頬部病変は 14x9mm 大、23X13mm 大の腫瘤
で、内部は低信号であった。
＜造影 MR 所見＞まれな肉芽腫性病変や腫瘍を疑い、内部性状
と進展の様子からは悪性リンパ腫の可能性が指摘された。
口腔内より局麻下での組織生検を行い、病理組織学的に MALT
リンパ腫と診断された。当院血液内科の受診となった。
処置および経過について報告する。

P2-8-4
メトトレキサートおよびヤヌスキナーゼ阻害剤を服用し
ていたリウマチ患者に発症した医原性免疫不全関連リン
パ増殖性疾患の１例

○竹下 祐香里 1）、杉山 悟郎 1）、大山 順子 1）、  
石井 広太郎 1）、熊丸 渉 1）、清島 保 2）、山田 朋弘 1）

1）九州大学　歯学部　顔面口腔外科、
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

メトトレキサート（MTX）は活動性関節リウマチ（RA）に対す
る第一選択薬として広く使用される一方で、これに関連したリン
パ増殖性疾患（LPD）が問題となっている。さらに近年では、生
物学的製剤や分子標的薬などによる新たな治療が普及してきてお
り、LPD の病態も多様化することが危惧される。今回われわれ
は、MTX とヤヌスキナーゼ（JAK）阻害薬を併用している患者
に発生した医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患の１例を経験し
たので報告する。患者は 67 歳女性。約１ヶ月前から続く口腔粘
膜の発赤、疼痛を主訴に 2019 年 2 月当科初診となった。RA に
対して、1996 年からプレドニンの投与が開始されており、2011
年に MTX、2015 年にゴリムマブをそれぞれ追加されていた。
2017 年からはゴリムマブに代わり JAK 阻害薬も追加された。初
診時の頬粘膜、舌、歯肉には、接触痛を伴う発赤部と白色帯状病
変の混在を認め、口腔扁平苔癬の診断の下ステロイド外用を開始
した。2019 年 7 月に下顎前歯部舌側歯肉の潰瘍が出現した。細
胞診は Class II であったが、デンタル X 線や CT で同部に境界
不明瞭な X 線透過像を認めたため、同 9 月に生検を行った。そ
の結果 LPD と診断され、MTX、JAK 阻害薬を休薬したところ、
約２週間で病変の縮小を認め、経過観察中である。近年、MTX 
使用中の RA 患者に出現する口腔内の LPD は皆 MTX-LPD と診
断されているが、本症例のようにその他の治療薬の影響について
も考慮する必要がある。
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P2-8-5
Numb chin syndromeを契機に発見された前駆B細胞急
性リンパ性白血病の一例

○薄木 崇介、吉岡 秀朗、栗本 聖之、小橋 寛薫
大阪労災病院　歯科口腔外科

【緒言】1963 年に Calverley らは、オトガイ神経領域の感覚障害
を Numb chin syndrome として報告している。この症候群は歯
性炎症、下顎臼歯部に生じた嚢胞や腫瘍性疾患など局所の病変に
基づく場合以外に、他臓器の悪性腫瘍の転移、白血病や悪性リン
パ腫などの血液腫瘍に合併することがある。今回我々は Numb 
chin syndrome を契機に発見された前駆 B 細胞急性リンパ性白
血病の１例を経験したので報告する。【症例】15 歳男児、20XX
年 12 月中旬某日、下口唇からオトガイ部にかけて激痛を自覚し、
近歯科医院を受診したが、精査加療が必要と考えられ当科受診へ
と至る。口腔内に明らかな器質的異常はなく、パノラマにて全顎
的に軽度歯槽骨吸収を認めたため若年性侵襲性歯周炎との臨床診
断の下、抗菌薬内服にて経過観察を行った。しかし、疼痛は寛解
せず、経口摂取不良が続き、初診 1 ヶ月前から 4kg の体重減少
も伴ったことから、血液検査を行ったところ、LDH 高値、尿酸
値高値、骨髄球に核小体のある大型細胞を認め、造血器腫瘍が疑
われたため、当院小児科へ紹介した。同科にて頸腹部造影 CT を
撮影したところ、両腎臓に長径４ cm 大までの均一な淡い低吸収
域を多数認めたため、悪性リンパ腫が疑われ某病院血液腫瘍内科
へ紹介となった。同科で 12 月下旬に骨髄検査を施行され、前駆
B 細胞急性リンパ性白血病と診断された。【考察】下顎骨の感覚
異常を契機に発見された前駆 B 細胞急性リンパ性白血病の一例
を報告した。

P2-8-6
アルツハイマー型認知症患者の口腔内に生じた孤立性形
質細胞腫に対して放射線治療が奏功した１例

○棚倉 万紀子 1）、武田 大介 2）、三谷 泉 1）、明石 昌也 2）

1）独立行政法人地域医療推進機構神戸中央病院　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】孤立性形質細胞腫とは異常な形質細胞が身体の骨や軟組
織中に腫瘍性病変を形成する疾患であり、80％以上が上部気道や
上部消化管に発生する。今回われわれは、上顎歯肉に腫瘍形成を
認めた孤立性形質細胞腫に対し放射線治療が奏功した認知症患
者の１例を経験したので報告する。【症例の概要】患者は 85 歳男
性。既往歴にアルツハイマー型認知症、虚血性心不全、高血圧が
あった。入所施設より右側上顎歯肉腫脹を指摘され、精査加療目
的で当院紹介となった。初診時、右側上顎歯肉に 35 × 45mm の
潰瘍を伴う外向性の腫瘤を認めた。悪性腫瘍を疑い他病院歯科口
腔外科へ紹介した。手術加療を念頭に検査入院となったが、重度
の認知機能低下や全身状態を考え周術期管理が困難と判断され、
BSC の方針で当院転院となった。しかし、転院直後に形質細胞
腫の組織診断が報告され、血液内科、精神科、放射線科と協議し
放射線治療（計 46Gy）が計画された。病状認識が乏しく放射線
照射の困難が予想されていたが、多職種サポートにより完遂し
た。口腔内腫瘍は放射線照射に伴い経時的に縮小し、照射終了時
には肉眼的に病変の消失を認めた。治療終了後２年間は腫瘍再発
なく経過している。【結論】認知症患者の口腔内に生じた孤立性
形質細胞腫に対して放射線治療が奏功した１例を経験した。認知
症患者への積極的な治療は議論の余地があるが、孤立性形質細胞
腫に対しては放射線治療が有効であることが示唆された。

P2-9-1
歯肉出血を主症状とし血液腫瘍性疾患を疑った壊血病の
一例

○高橋 美穂、唐木田 一成、中西 康大、田村 優志、  
坂本 春生
東海大学　医学部付属八王子病院　口腔外科

【緒言】壊血病は慢性的なビタミン C 欠乏により生じるが食物の
豊富な現代ではその発症は稀である。しかし偏食や食事制限を必
要とされる慢性疾患、過激なダイエットを続けている場合には
ビタミン C 欠乏症の状態に陥ることがある。【症例の概要】66 歳
男性、約 2 週間前より残存歯周囲の歯肉腫脹、自然出血を認め近
医歯科受診し歯周病治療が行われるも症状の増悪を認めたため受
診。初診時、欠損歯を多数認め、残存歯は全体的に 2 度の動揺、
オルソパントモグラフィーでは複数個所で根尖に及ぶ歯槽骨の吸
収像を認めた。口腔外所見として、左下肢に約 20 × 15cm 大の
皮下出血を認めた。採血で Hb9.4mg/dl、PLT9.5 万 / μL と低下
あり、血液疾患を疑い、血液腫瘍内科を対診。VWF 活性因子及
び、第 VIII 因子、第 XIII 因子に異常は認めなかった。歯肉生検
の 結 果 は epithelial hyperplasia with inflammatory granulation 
tissue であった。初診日より 17 病日、呼吸苦、下腿浮腫、高血
圧が出現し救急搬送され当院総合内科に入院。Hb6.74mg/dl に低
下し RCC を輸血された。出血時間の延長は認めたが、出血傾向
の既往がないことから微小血管障害が疑われた。この時点で壊血
病、クッシング症候群が鑑別として考えられビタミン C・パント
テン酸カルシウム配合剤の内服を開始された。投与開始 10 目に
は歯肉出血及び全身状態の改善傾向を認めた。約 2 ヵ月間内服を
継続し症状経過良好にて終診となった。

P2-9-2
下顎歯肉に発生した限局性アミロイドーシスの1例

○林 樹、牧田 浩樹
中濃厚生病院　歯科口腔外科

【緒言】アミロイドーシスは，独特の線維構造をもつ特異な蛋白
であるアミロイドが，臓器に沈着することにより機能障害を引き
起こす疾患である．全身性と限局性に分類され，口腔内に限局し
て生じるアミロイドーシスは比較的稀である．今回，我々は下顎
歯肉に発生した限局性アミロイドーシスの 1 例を経験したのでそ
の概要を報告する．【症例】患者：79 歳女性．主訴：右下顎歯肉
の腫瘤．既往歴：脳腫瘍術後．現病歴：2018 年 12 月頃から右下
顎歯肉の腫瘤を自覚．無痛性であったため放置していたが，増
大傾向にあるため同年 3 月に当科受診．現症：右下顎歯肉に 2 ×
1cm 大の有茎性腫瘤を認めた．造影 MRI・CT では，腫瘍は骨髄
浸潤しておらず，頬側歯肉に限局していた．頸部リンパ節腫大は
認めなかった．臨床診断：右下顎歯肉腫瘍 .【処置及び経過】初
診時に行った生検結果でアミロイド沈着を認めたため，内科にて
全身検索を行ったが他臓器にアミロイド沈着は認めなかった．同
年 4 月局麻下に腫瘍摘出・右下 3 抜歯を施行．腫瘍基部に沿って
切除し，骨面を一層削除した．病理結果でアミロイドーシスの所
見を認めたため，口腔内の限局性アミロイドーシスと診断．術後
5 ヶ月経過したが再発所見なく経過良好である．【結語】限局性
アミロイドーシスは全身性に比べて比較的予後良好とされるが，
再発例も報告されている．治療は可能であれば腫瘍全摘が推奨さ
れており，自験例では腫瘍を全摘し現在まで良好な経過を得てい
る .
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P2-9-3
舌に発生した腫瘍随伴型天疱瘡の１例

○仲西 奈穂、又吉 亮、加藤 大貴、仲宗根 敏幸
琉球大学　医学部　歯科口腔外科

【緒言】腫瘍随伴型天疱瘡（Paraneoplastic pemphigus; PNP）は
比較的稀で非ホジキンリンパ腫や慢性リンパ性白血病に随伴し発
生しやすいと報告されている。今回我々は舌扁平上皮癌を伴った
PNP を経験したので報告する。

【症例】患者；47 歳、男性。主訴；舌口内炎の刺激痛。既往歴；
2 型糖尿病。現病歴；2018 年 6 月に顔面、背部、前胸部に皮疹
と舌の口内炎を自覚し近医の皮膚科を受診するも症状改善せず。
同年 9 月に当院皮膚科紹介受診。精査にて尋常性天疱瘡（Dsg1, 
Dsg3 陽性）の診断を得たのち加療となり入院中の 10 月、舌口内
炎に対して当科紹介受診となった。現症；右側舌縁に接触痛のあ
るびらんを認めるも硬結は認めなかった。

【処置および経過】初診時、刺激となっていた右側下顎第二大臼
歯を研磨した。その後接触痛は改善を認めるも一部白斑化を認
めた。2019 年 1 月シーネセットし経過観察を行うも 2 月に硬結
を認めたため生検施行した。病理診断は天疱瘡であった。粘膜
上皮と間質の間に裂隙形成を認め IgG 陽性細胞が散見して認め
た。その後も病変の改善が認められないため 5 月再度生検を施行
した結果、高分化扁平上皮癌の診断を得た。MRI では右側舌縁
に T2WI 高信号の病変を認め、FDG-PET では FDG 異常集積を
伴う腫瘤を認めた。7 月舌部分切除術施行し治癒経過良好であっ
たが、9 月頸部リンパ節転移を認め根治的全頚部郭清術を施行し
た。転移リンパ節は節外浸潤を認めたため今後化学放射線療法予
定である。

P2-9-4
口外法により摘出した咬筋内血管奇形の1例

○柳沼 貞之進 1,2）、渡部 雄貴 2）、金谷 佳明 2）、  
北畠 健裕 2）、菅野 千敬 2）、遠藤 学 2）、金子 哲治 2）、  
工藤 聖美 2）、佐久間 知子 2）、長谷川 博 2）

1）一般財団法人大原記念財団�大原綜合病院、
2）公立大学法人　福島県立医科大学附属病院　歯科口腔外科

【緒言】海綿状血管腫は ISSVA 分類上，静脈奇形とされ，頭頸部
領域では舌や口唇に好発するが，筋肉内に発生するものは稀であ
る．今回われわれは，咬筋内に発生した血管奇形を口外法により
摘出したので報告する．【症例の概要】患者 :17 歳，女性．現病
歴 : 2013 年頃に左頬部の腫脹，疼痛を自覚し，近医歯科口腔外科
を受診した．抗菌薬投与にて腫脹消退し経過観察となった．2017
年 11 月頃より再度，腫脹が出現したため，2018 年 1 月，当科を
紹介され受診した．既往歴 : なし．口腔外所見 : 左頬部に軽度腫
脹を認め，咬筋部に柔らかい腫瘤を触知した．口腔内所見 : 左頬
粘膜は正常で腫瘤は触れなかった．造影 CT 所見 : 左咬筋内に，
周囲の筋肉と同じか，わずかに低く造影される境界明瞭な腫瘤を
認めた．内部に石灰化物を複数認めた．栄養血管は同定されなか
った．造影 MRI: 同部に 30 × 18 mm の境界明瞭な腫瘤を認め，
T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号を示した．臨床診断 : 左
咬筋内血管奇形．処置 ･ 経過 : 2019 年 2 月，口外法で腫瘤摘出術
を施行した．術式は左耳前部より S 字状の皮膚切開とし，腫瘤周
囲に一層筋体をつけ，顔面神経をくぐらせて摘出した．術後，顔
面神経麻痺等の合併症は認めなかった．病理診断は静脈奇形であ
った．【結語】今回われわれは，口外法により摘出した咬筋内血
管奇形の 1 例を経験したので報告する．

P2-9-5
下顎頭に生じた中心性巨細胞肉芽腫の1例

○奥田 哲史 1）、小野 重弘 1）、多田 美里 1）、石田 扶美 1）、  
水田 邦子 1）、植月 亮 1）、柿本 直也 2）、小川 郁子 3）、  
武知 正晃 1）

1）広島大学�大学院医系科学研究科�口腔外科、
2）広島大学�大学院医系科学研究科�歯科放射線学、
3）広島大学病院�口腔検査センター

　巨細胞肉芽腫は巨細胞性病変のひとつで，顎骨に生じる中心性
と歯肉に生じる周辺性とに分類される．中心性巨細胞肉芽腫は周
辺性と比較してまれで，なかでも下顎頭発生例はわれわれが渉猟
し得た範囲では本邦で 1 例のみであり，極めてまれである．今回
われわれは，下顎頭に生じた中心性巨細胞肉芽腫に対して下顎頭
切除術を施行し，良好な経過を得た 1 例を経験したので報告す
る．症例は 44 歳，男性．左側下顎頭周囲の腫脹と開口障害を主
訴に近在歯科を受診し，左側下顎頭の変形を指摘され，精査・加
療を目的に当科を紹介受診となった．左側顎関節部に膨隆を認
め，顔面は非対称であった．開口時の左側顎関節部の疼痛と開口
障害（開口量 22 mm）を認めたが，下顎の偏位はなく，咬合状
態は良好であった．CT，MRI にて左側下顎頭に 27 × 22 mm 大
の皮質骨を一部穿孔する境界明瞭な多房性の病変を認めた．生検
では大部分がヘモジデリン沈着を伴う壊死組織であったが，ご
く一部に破骨細胞様の巨細胞を認めたことから中心性巨細胞肉芽
腫の可能性が考えられた．全身麻酔下に経咬筋前耳下腺法にて左
側下顎頭切．除術を施行し，確定診断は中心性巨細胞肉芽腫であ
った．術後は 3 か月間エラスティックゴムにて咬合を牽引誘導し
た．閉口時に左側下顎臼歯部の早期接触を認めたが，中心咬合位
への自己誘導は可能であり日常生活に支障はきたしていない．現
在，術後約１年 6 か月経過しているが，再発なく経過良好である．

P2-10-1
上顎歯肉に発生した微小嚢胞性付属器癌の1例

○栗尾 奈愛 1）、鎌田 久美子 1）、大江 剛 1）、横田 美保 1）、  
山村 佳子 1）、牛尾 綾 2）、工藤 保誠 2）、石丸 直澄 2）、  
宮本 洋二 1）

1）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔外科学分野、
2）徳島大学大学院　医歯薬学研究部　口腔分子病態学分野

【緒言】微小嚢胞性付属器癌は毛包や汗腺などの皮膚付属器への
分化傾向を示すまれな悪性腫瘍である．転移はまれで経過も緩徐
であるが，非常に高い局所浸潤性増殖を示す．そのため浸潤範囲
が予想以上に広範囲に及び，不完全切除になることが多く，再発
率が非常に高い．顔面皮膚に好発するが，歯肉での発生は報告さ
れていない．【症例の概要】53 歳，女性．6 年前に上顎歯肉の腫
瘤に気づいたが放置．徐々に増大傾向を示すため，当科を紹介さ
れ受診した．右側上顎歯肉に境界明瞭，表面平滑，白色顆粒を伴
った腫瘤性病変を認めた．明らかな骨破壊や所属リンパ節の腫脹
は認められなかった．生検の結果，皮膚付属器由来の良性腫瘍の
診断で，上顎部分切除術を施行した．術後の病理組織学的検査で
腫瘍細胞は毛包や脂腺への分化を示し，顎骨内への浸潤，腫瘍の
辺縁や深部での浸潤性増殖，神経周囲への腫瘍細胞の浸潤などを
認め微小嚢胞性付属器癌と診断された．現在術後約 1 年が経過
し，再発や転移は認めておらず経過は良好であるが 慎重な経過
観察を継続している．【結語】今回われわれは，上顎歯肉に発生
した微小嚢胞性付属器癌の 1 例を経験したので，若干の考察をふ
まえて報告した．
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P2-10-2
上顎に発生したデスモイド型乳幼児線維腫症の1例

○大隅 麻貴子 1,2）、清水 崇寛 1）、高山 優 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）公立藤岡総合病院　歯科口腔外科

【緒言】乳幼児期に発生する線維腫症は組織学的に細胞充実度が
高く，臨床的に急速増大することから，成人のそれとは別にデ
スモイド型乳幼児線維腫症と分類され，比較的まれな疾患であ
る．今回われわれは上顎に発生したデスモイド型乳幼児線維腫症
の 1 例を経験したのでその概要および治療方針の検討について報
告する．【症例】患者は 5 歳男児．左側上顎歯肉の腫瘤を主訴に
当科紹介初診となった．左側上顎歯肉に被覆粘膜が正常な 40 ×
20mm の弾性硬の腫瘤が認められた．既往として，窒息による
CPA 蘇生後後遺症で四肢不全麻痺，左側顔面神経麻痺を認めた．

【処置および経過】病変は増大傾向を示し，それに伴う口腔機能
障害が認められたため，2016 年 1 月全身麻酔下に腫瘍摘出術を
施行した．腫瘍は一塊として骨膜下で剥離し，摘出した．病理組
織所見では豊富な粘液状基質や膠原線維と紡錘形細胞の増生を認
め，デスモイド型乳幼児線維腫症の診断を得た．摘出標本は上顎
骨との剥離面に腫瘍の陽性所見がみられたが，術後 2 年経過し，
再発所見は認めていない．【結語】デスモイド型乳幼児線維腫症
は下顎歯肉に好発し，われわれが渉猟し得た範囲では上顎歯肉に
発症したものはみられなかった．また線維腫症の診断に用いられ
るβ -catenin は本症例では陰性であった．これらの結果より発生
部位および免疫組織化学的所見を考察し，デスモイド型乳幼児線
維腫症の切除範囲に対する知見を得た．

P2-10-3
下顎歯肉に発生した稀な神経外胚葉性腫瘍の1例

○加藤 大貴 1,2）、牧志 祥子 1,2）、又吉 亮 2）、仲西 奈穂 2）、  
仲宗根 敏幸 2）

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

【緒言】今回、われわれは下顎歯肉に悪性所見を示すまれな神経
外胚葉性腫瘍の 1 例を経験したので報告する。【症例】患者は 53
歳の男性。家族歴、既往歴はなかった。初診より約 7 年前に、近
歯科にて下顎歯肉腫瘤に対しレーザー治療を施行されたが症状の
改善を認めなかった。疼痛を自覚しなかったため治療を自己中
断していた。初診 1 か月前より、腫瘤の増大と疼痛を自覚したた
め、近歯科を受診し当科紹介となった。顔貌は左右対称で右下唇
から頬部にかけて膨隆を認めた。下唇の麻痺は認めなかった。
下顎左側第二大臼歯相当部から下顎右側第二大臼歯歯肉に 75 ｘ
60 ｘ 30mm 大の分葉状腫瘤を認めた。画像所見では下顎右側犬
歯と第一小臼歯間に骨吸収像を認め、広範な腫瘍性病変を認め
た。リンパ節転移所見は認めなかった。【経過】生検にて核腫大
を伴う類円形、紡錘形細胞が胞巣状に増殖し、腫瘍細胞周囲は膠
原線維を伴い腫瘍胞巣は異型を伴う浸潤を認めた。免疫染色で
Ｓ -100、ｐ 53、vimentin、SMA に陽性であり非典型的な神経外
胚葉性腫瘍との診断を得た。下顎辺縁切除術を行い、術後 2 年が
経過した現在、再発所見は認めない。【考察】病理組織学的に悪
性所見を示す非典型的な神経外胚葉性腫瘍であったことから、悪
性末梢神経鞘腫瘍の可能性も考えられた。しかし、病理学的に異
型性は一部であったことから辺縁切除を選択した。引き続き経過
観察を行うとともに、咬合機能の再建も行う予定である。

P2-10-4
歯原性粘液線維腫の1例

○森田 麻希 1）、堀部 桃子 1）、福島 麻子 2）、中村 知寿 1）、  
高島 裕之 1）、菱田 純代 1）、青木 尚史 1）、加藤 伸一郎 1）、 
深野 英夫 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）名古屋市立東部医療センター　歯科、
3）名古屋市立西部医療センター　歯科口腔外科

【緒言】
歯原性粘液線維腫は主に顎骨中心性に生じるまれな良性間葉性歯
原性腫瘍である。粘液組織由来の真の腫瘍，あるいは線維腫の粘
液様変性などが本態であるとする報告があるが，統一的な見解は
明らかにされていない。今回われわれは上顎に生じた歯原性粘液
線維腫の 1 例を報告する。

【症例】
患者は 48 歳，男性。かかりつけ歯科にて左上顎頬側歯肉の腫脹
を指摘され，精査加療目的に当科紹介受診した。初診時，左上顎
歯肉頬移行部に表面粘膜は健常色で 35mm × 20mm 程度の腫脹
を認めた。自発痛の訴えはなかった。CT では左上顎骨に皮質骨
は保たれたまま膨隆し内部に隔壁構造のある長径約 20mm の病
変を認めた。左上顎悪性腫瘍の疑いで生検を施行し歯原性粘液線
維腫との回答を得たため，全身麻酔下に左上顎腫瘍摘出術を施行
した。病理組織学的には豊富な粘液基質を伴う紡錘形から星状の
異型細胞の増殖を認め，歯原性粘液線維腫と診断された。術後
17 年を経過した現在，再発を認めず経過良好である。

【結語】
今回われわれは上顎に生じた歯原性粘液線維腫の１例について報
告した。

P2-10-5
治療方針に難渋した口腔乳頭腫症の１例

○西村 奈穂、浜口 裕弘
八尾市立病院　歯科口腔外科

【緒言】口腔乳頭腫症（oral florid papillomatosis，以下 OFP）は
乳頭腫が口腔に多発性に認め、臨床的に悪性腫瘍を疑わせるが、
病理組織学的には悪性所見を欠くものとされている。今回我々は
口腔内と口唇に広範囲に OFP を認め治療方針に難渋した 1 例を
経験したため、その概要を報告する。

【症例】患者は 77 歳女性。2015 年頃より右側頬粘膜のびらんと
白斑を自覚し、経過観察するも症状改善ないため 2017 年 10 月当
院初診となった。初診時、右側頬粘膜から上下口唇粘膜内面と右
側上顎臼歯部歯肉にかけて角化の強い白斑および一部びらんを認
めた。生検にて、low grade dysplasia との結果を得た。範囲が
広範囲であり、手術による機能障害も考え経過観察としたが、
徐々に範囲が拡大し、また、一部外方性の増殖を認めた。患者と
相談のもと、2018 年 10 月に口腔内腫瘍切除術施行。その後、角
化変性した口唇が術後１か月ほどから急速に増悪し、2019 年 3
月に上口唇切除・鼻唇溝皮弁再建および下口唇は炭酸ガスレーザ
ー照射施行した。最終病理組織結果は OFP であった。現在術後
7 か月で下口唇から軽度の再発認めるが、増大はなく経過観察中
である。

【結語】OFP は悪性化するリスクがあり、本症例では成長速度か
ら悪性を疑い、かつ範囲が広範囲であったため、治療方針に難渋
した。OFP は明確な治療方針が確立されておらず、治療方針に
ついては患者と十分に相談のもと決定することが重要であると思
われた。
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P2-11-1
下顎再建に用いた血管柄付遊離肩甲骨皮弁に植立したイ
ンプラント周囲に再発した下顎歯肉癌の1例

○柳田 健 1）、小栗 千里 1,2）、出田 ゆか 1）、大橋 伸英 1）、
光永 幸代 1,2）、廣田 誠 3）、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）神奈川県立がんセンター　歯科口腔外科、
3）�横浜市立大学附属市民総合医療センター　歯科・口腔外科・
矯正歯科

【緒言】今回われわれは，下顎歯肉癌切除硬性再建後にインプラ
ントを用いた補綴を行い，その周囲に炎症をきたし，長期経過観
察中にインプラントの周囲組織に再発した 1 例を経験したので報
告する。【症例】79 歳女性。2001 年，右下顎歯肉癌に対して右下
顎区域切除術，右肩甲舌骨筋上頸部郭清術，血管柄付遊離肩甲骨
皮弁による再建術を施行し，2003 年に右下顎の肩甲骨皮弁にイ
ンプラントを用いた補綴処置を行った。その後インプラント周囲
炎を生じ，消炎処置を行った。2013 年に右上顎歯肉癌，左頸部
リンパ節転移のため，右上顎部分切除術，左頸部郭清術を施行し
た。初回手術から 16 年後の 2017 年，右下顎のインプラントの周
囲組織に腫瘍性病変を認め，生検を行ったところ扁平上皮癌との
病理診断となった。2017 年 11 月，右下顎歯肉癌再発（rT1N0M0）
の診断下，腫瘍切除術，チタンプレートと大胸筋皮弁による再建
術を施行した。現在，術後 1 年 9 か月経過し，再発は認めていな
い。【考察】本症例はインプラント植立後，インプラント周囲炎
を発症し，インプラント周囲組織への慢性炎症が長期間持続して
いた。本症例は初回手術から 16 年後に再発した下顎歯肉癌であ
る。インプラント周囲の慢性刺激は，癌が再発するリスクを高め
る可能性もあり，長期間に渡る経過観察が必要と考えられた。

P2-11-2
口腔再建後の移植皮膚に発生した悪性腫瘍の1例と文献
的統合解析

○金井 梢、鈴木 啓佑、小川 将、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】口腔癌切除後の軟組織欠損に対し植皮や皮弁を用いた再
建を行うが，極めてまれに移植皮膚から発癌することが報告され
ている．今回我々は，頬粘膜癌切除後の植皮部に発生した有棘細
胞癌の 1 例を経験したので報告する．【症例】69 歳，女性．右側
頬粘膜部の難治性口内炎を主訴に当科を紹介受診した．生検を
施行し上皮内癌の診断のもと，腫瘍切除術，全層植皮術を施行し
た．その後経過観察中に，植皮上に 18 × 20mm 大の有茎性腫瘤
が認められた．生検を施行したところ，脂腺癌の診断を得た．画
像検査で右側顎下リンパ節転移が疑われたため，cT2N1M0 の診
断のもと腫瘍切除及び根治的頸部郭清術変法を行った．脂腺癌は
高悪性度の疾患であることを考慮し，十分な安全域を設けて切除
した．術後病理組織で，脂腺様分化や汗腺様の分化，毛根鞘様分
化と考えられる明細胞性変化等，多彩な像を示す上皮系悪性腫瘍
像が認められ，植皮部より発生した高悪性型有棘細胞癌と診断さ
れた．典型的な扁平上皮癌とは異なることから再発転移ハイリス
ク症例と考え，術後に放射線化学療法を施行したが，早期に局所
再発，頚部リンパ節転移及び遠隔転移が認められ，術後 10 か月
で死亡した．【考察及びまとめ】口腔再建後の移植皮膚に発癌す
る症例は本邦における報告で我々が渉猟し得た範囲では 6 例であ
った．移植皮膚に発生する癌は多彩な細胞分化を示すため，その
治療法に関しては検討の必要があると考えられた．

P2-11-3
口腔転移性悪性腫瘍5例の臨床的検討

○北村 淳、宮下 仁、黒田 佳奈子、野上 晋之介、森 士朗、 
山内 健介、永井 宏和、高橋 哲
東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野

【目的】顎口腔領域の転移性癌は口腔悪性腫瘍の約 1%程だが、
発見の遅れや治療法に制限があることから極めて予後は不良であ
る。今回、我々は過去 5 年間の顎口腔領域における転移性癌につ
いて検討を行ったので報告する。【方法】対象は 2014 年 4 月か
ら 2019 年 3 月までに当科を受診し、転移性口腔癌と診断された
5 例で、年齢は 44 歳から 78 歳（平均年齢 64.0 歳）、男性 4 例、
女性 1 例であった。原発部位は肺；2 例、腎；2 例、乳房；1 例
で、組織型は肺では腺癌と多型癌が 1 例ずつ、腎では腎細胞癌が
2 例、乳房では腺癌が 1 例であった。初診時で多発転移を認めた
症例が 3 例であった。顎口腔領域への転移部位は上顎が１例、下
顎が 3 例、上下顎同時性に認めた症例が 1 例であった。【成績】3
例で切除術、1 例は放射線治療、もう 1 例はそのまま BSC とな
った。予後は 3 例で転移発見から 6 か月以内に死亡。死因は原発
巣の進行や多発転移に伴う多臓器不全であった。生存中の 2 例
中 1 例で免疫チェックポイント阻害薬の使用を継続しており、担
癌状態である。口腔転移性癌の再発はなかった。【結論】口腔転
移性癌について本邦では肺癌、子宮癌、腎癌の順で多いとされて
いるが、当科における症例では肺癌と腎癌がそれぞれ２例であっ
た。治療法としては切除が 60%で、切除により経口摂取が容易と
なり QOL の改善に寄与すると思われた。今後は免疫チェックポ
イント阻害薬による予後や発症率の違いなどの検討が必要と考え
る。

P2-11-4
舌癌術後に腋窩リンパ節およびルビエールリンパ節に転
移をした1例

○大金 覚 1）、河地 誉 1）、齋藤 寛一 1,2）、小坂井 絢子 1,3）、  
岩崎 敬大 1,3）、中澤 和真 1,4）、高野 正行 1,3）、  
野村 健志 1,2）、片倉 朗 1,5）、高野 伸夫 1）、柴原 孝彦 1,3）

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）東京歯科大学老年歯科補綴学講座、
5）東京歯科大学�口腔病態外科学講座

緒言：近年、舌癌に対する手術療法、放射線療法、化学療法の進
歩により原発巣・頸部リンパ節転移巣の治療成績は著しく向上し
ている。その一方で所属リンパ節以外や他臓器への遠隔転移はあ
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が多
く、今回われわれは、舌癌術後に腋窩リンパ節およびルビエー
ルリンパ節への遠隔転移に対して集学的治療を行った 1 例を経
験したので報告する。症例：70 歳女性。20XX 年 9 月に右側舌
癌（T1N0M0）に対して舌部分切除を施行した。病理結果は、低
分化型扁平上皮癌で、切除断端は陰性であった。20XX+4 年 3 月
に右側頸部リンパ節転移を認め右側根治的郭清術を施行した。
節外浸潤を含む多発性転移を認めたため、化学放射線併用療法

（CDDP100mg/m2+ 照射 60Gy）を追加施行した。20XX+5 年 1
月には右側腋窩リンパ節に多発性転移を認め、当院外科にて右側
腋窩リンパ節郭清手術を施行した。病理結果は、舌癌からの転移
と診断された。その後 20XX+5 年 6 月に右側ルビエールリンパ
節に転移を認め、放射線治療（照射 62Gy）を施行した。さらに
20XX+5 年 10 月に左側頸部リンパ節転移を認めたため、左側根
治的頸部郭清術変法を施行した。節外浸潤を含む多発性リンパ節
転移を認めたため、放射線治療（照射 50Gy）を施行した。現在、
最後の治療から 3 年が経過し局所再発や遠隔転移は認めず、また
ルビエールリンパ節転移部は CR 状態で制御できている。
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P2-11-5
両側下顎歯肉癌の1例

○八木原 一博 1）、炭野 淳 1）、石井 純一 1）、桂野 美貴 1）、  
柴田 真里 1,3）、金 裕純 1）、原口 美穂子 1）、松木 繁男 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、
3）�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

下顎歯肉扁平上皮癌の再発部位は、軟組織深部断端に多いと認識
している。今回、われわれは再発時に顕著な下顎神経進展を呈し
た両側下顎歯肉癌症例を経験した。その後の薬物療法の治療経過
を含め報告する。
症例は 60 歳代、男性。2016 年 8 月 右下顎歯肉癌（T3N0M0）、
左下顎歯肉癌（T1N0M0）で当科を初診した。生検による病理診
断は SCC であり、右下顎骨辺縁切除術（右下 8 ～左下 3 部）、左
下顎骨辺縁切除術（左下 67 部）、右下顎歯肉部への全層植皮術を
行った。術後 1 年半で下顎全体の痛みの訴えがあり、PET/CT、
MRI にて下顎前歯部を主体にした再発と下顎神経血管束に沿っ
た進展が疑われた。前歯部植皮下を生検し、病理診断は SCC で
あった。再切除の方針として、右 SOHND、下顎骨区域切除術、
遊離腓骨皮弁による再建を行った。その際、術中迅速診断にて右
下顎孔部に Ca 陽性であったため、頭蓋底にかけて下顎神経の追
加切除を行った。さらに術後 CCRT を施行した。治療後 4 か月
で複視を自覚し、右外転神経麻痺、右上転下転制限あり頭蓋底浸
潤と診断した。追加照射は不可であり、Nivolumab による薬物
療法を開始した。投与開始後 6 か月、右眼運動制限は改善傾向あ
り、他に再発・転移巣を認めず治療を継続している。
これまで経験のない、下顎神経に沿ったまれな再発進展様式を伴
った下顎歯肉癌症例を経験したので、その概要を報告する。
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