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-原著一
進行 ･再発下顎歯肉癌 6例に対する温熱化学放射療法
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Abstract:Theresultsofthermochemoradiotherapyinsixpatientswiththreeinoperableadvancedorthreeposh

operativerecurrentcarcinomasofthelowergingivasince1990arereported.Theageofthepatientsrangedfrom

62to74years(mean,67.7years).Thediametersofsixlesionsrangedfrom 43to74mm (mean,58.5mm).

Hyperthermiawasinducedonceortwiceaweekforatotalof7.8timesonaverage.incombinationwithcisplatin-

basedchemotherapy (mean,105mg)followingirradiation(mean,58.7Gy).Wehavethreekindsofheating

system,amicrowavesystem,aradiofrequency(RF)system,andanRFinterstitialsystem,andoneofthemwas

appliedforeachlesion.

Ofthesixlesionstreated,two(33.3%) showedcompleteresponse(CR);three(50.0%),partialresponse(PR);

andone(16.7%),nochange(NC).Therefore,theresponseratewas83.3%.Painwasalleviatedinallthepatients.

Asfollow-uptreatment,twoofthethreepatientswhoshowedPRunderwentanoperation.Completeoralmost

completedisappearanceofviabletumorcellswasconfirmedhistopathologically.Thefive-yearcumulativelocal

controlandsurvivalratesinallthepatientswere66.7%.Inconclusion,thermochemoradiotherapyisaneffective

strategyforpatientsevenwithadvancedorrecurrentcarcinomaofthelowergingiva.

抄銀 :当科では1990年以後,切除不能な下顎歯肉癌の進行例 3例または術後再発例 3例の計 6イ糾こ対 し,温熱化学放

射線療法を施行 したので報告 した｡患者の年齢は62歳か ら74歳,平均67.7歳である｡ 6病巣の大 きさ (長径)は

43mmから74mm,平均58.5mmである｡温熱療法は3方法 (マイクロ波加温 (2例),RF誘電加温 (3例),RF組織

内加温 (1例))を用いた｡加温回数は4か ら17回,平均7.8回で,シスプラチン (平均105mg)多剤化学療法と放射

線療法 (平均58,7Gy)を同時併用 した｡

6病巣の一次効果はCompleteresponse(CR)が 2例 (33.30/a),Partialresponse(PR)が 3例 (50.00/o),No

change (NC)が 1例 (16.7%)で,奏効率は83.3%であった｡ 全例除痛効果がみられた｡後続治療としてPRとなっ

た 3例中2例は切除可能となった｡切除物の病理組織学的所見では生存癌細胞なしと一郎の生存癌細胞ありが各1例

であった｡ 5年累積局所制御率および生存率は66.7%であった｡温熱化学放射線療法は進行 ･再発下顎歯肉癌に対す

る有力なtreatmentstrategyと考える｡
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緒 看

温熱療法は悪性腫癌に対する治療の中で外科治療,化

学療法,放射線療法,免疫療法とならぶ治療方法の一つ

であ り,特に化学療法,放射線療法との組み合わせによ

る,いわゆる温熱化学放射線療法は高度進展悪性腫癌に

対しても有効な方法であるばか りでなく,進展悪性腫癌

に特徴的な癌性痔痛の緩和にも役立つことが報告されて

いるト10'｡当科においても,1986年から京葉部癌の切除

不能な進行例や再発例を中心に,温熱化学放射線療法を

積極的に取 り入れ11･17',その数は2003年末までに40例に

達している｡

一方,下顎歯肉癌の治療は手術による切除が第-選択

とされ,当科における72例の経験では切除可能な場合に

は81.8%の 5年局所制御率が得 られている｡ しかし,高

度進展例または側頭下蘭などへの再発例では手術自体が

困難であるため,腫虜の制御が困難なことが多い｡さら

に,下顎骨の内面,大血管周囲などについては,温熱化

学放射線療法が秦勤 しにくいとされ11･14),これまで下顎

骨原発の悪性腫癌に対して温熱化学放射線療法を行った

とする報告はほとんどみられない｡

そこで,今回,温熱化学放射線療法を施行 した進行 ･

再発下顎歯肉癌 6例の治療結果について検討したので報

告する｡なお,本報告例の中には特徴的な治療 として既

に報告した再発例12),進行例13)各1例を含んでいる｡

対象および方法

貯象症例 (表 1)は,原発巣の切除自体が不可能また

はその後の再建が全身状態などの条件から困難であると

診断した下顎歯肉癌で,進行例3例,再発例 3例の計 6

例である｡病理組織学的診断は,全例扇平上皮癌で, 6

病巣の大 きさ (長径)は43mmか ら74mm,平均58.5mm

である｡ なお,進行例の1例では原発巣および頚部リン

パ節転移巣も同時に治療 した｡

当科では,加温方法として 3方法 (マイクロ波 (以下

MW)加温,ラジオ波 (以下RF)誘電加温,RF組織内加

堤)が可能であるが,腺癌の位置などから選択 して用い

た1ト16)(写真 1)｡加温回数は計4から17回,平均7.8回で,

各回においてCDDP (平均105mg)を中心 とする多剤化

学療法と放射線療法 (平均58.7Gy)を同時併用 した｡治

療効果は頭頚部痛取 り扱い規約 (1991年)の治療効果判

定基準に従い,Completeresponse(CR :腰痛完全消失),

Partialresponse (PR :50%以上の腺癌縮小),No

change (NC:50%未満の腫蕩縮小)を判定 した｡

表 1 6症例の概要,処置お よび経過

症例 年齢 性 部位 TN 大きさ 温熱 温熱 温熱 放射線 CDDP併用薬 一次 手術 病理 再発 転帰

(読) (mm) 部位 方法 回数 (Gy) (mg) 効果 効果* (期間)

1 69 男 下顎 T4N2C 74 下顎 MW 5回 66 50 ′5-FU PR 下顎区域切除 fVB (-) 無再発生存

初発 額部 ia PR 全額部郭清 lVB (3年6か月)

2 74 女 下顎初発 T4NO 65 下顎 MW 4回 36 40iV UFTTXT PR 下顎区域切除上現部部活 lfBllB (-) 無再発生存(1年6か月)

3 65 男 側頭下帯再発 ｢T4NO 68 側頭下宿 RF 17回 60 300ia Pep PR / / (+) 原発巣死(1年5か月)

4 62 男 側頭下窟再発 ｢T4NO 43 側預下宿 RF 4回 60 40ia Pep5-FU NC / / ? 他病死?( 3か月)

512) 65 男 ･顎下部再発 rT4NO 45 顎下部 RF 11回 60 50iv PepMTX CR / / ト) 無再発生存(11年6か月)

症例Sは引用文献12)参照 什4:再発時

症例6は引用文献13)参照

MW :マイクロ波 Pep:peplomycln *:大星･下里分類18)

RF :ラジオ波 TXT:docetaxel

RFis:ラジオ波組織内 MTX:methotrexate
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写真 1 温熱療法

A:マイクロ波(MW)加温 B:ラジオ波 (RF)誘電加温 C:RF組織内加温

結 果

治療効果および経過 (表 1) :6病巣の一次効果は

CRが 2病巣 (33.3%),PRが3病巣 (50.0%),NCが 1

病巣 (16.7%)で,CRとPRを加えた奏効率は83.3%で

あった｡ 全例の 5年累積局所制御率お よび生存率

(causespecific)は66.7%であった｡また,全例に除痛

効果がみられた｡

また,温熱療法によりPRとなった3例中2例は,残

存腫痕の切除が可能となったため,患者の希望もあり外

科的処置を行った｡切除物の病理組織学的所見は,大

星 ･下里分類18)で,腫癌細胞が消失したgradeIVBと,

一部の生存癌細胞を認めるgradeⅡBが各 1例であった｡

以下,これまでに報告を行った2例を除く4例につい

て概略を示す｡

症 例

症例 1

患者 :69歳,男性｡

初診 :2000年11月2日｡

主訴 :右側顎下部の腫脹｡

既往歴 :66歳時より糖尿病で服薬中｡

現病歴 :･2000年 9月,右側下顎臼歯部に有痛性腫脹を

自覚,その後腫脹は増大し,当科を紹介された｡

現症 :右側下顎から頬部皮膚は癒着し,右側顎下リン

パ節は腫大していた｡右側下顎臼歯部を中心に頬粘膜

から上顎,軟口蓋に潰癌を伴う大きな腫脹を認めた｡

(写真 2)｡

画像所見 :CT所見で右側下顎を中心に長径74mmの
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軟組織陰影を認め,下顎骨の不整な骨吸収像がみられ

た｡また,右側顎下部に長径32mm,左側オトガイ下

部に長径12mmのリンパ節転移像が認められた｡

臨床診断 :下顎歯肉癌,T4N2cMO｡

病理組織診断 :扇平上皮癌 (高分化,4C型)｡

処置および経過 :温熱化学放射線療法の方針 とし,

MW加温 を計 5回施行 し,CDDP 50mgと5-FU

3000mg,ライナック66Gyを併用した｡治療後,腫脹

は著明に縮小 し,原発巣はPR,転移巣もPR (CT所

見で低吸収域化)の一次効果が得られた｡2001年 2月

22日,頬部皮膚を温存し右側下顎骨区域切除,全頚部

郭清術,プレー ト再建術を施行した (写真 3)｡ 初診

後 3年 6か月,再発は認められない｡

病理組織学的所見 :原発巣,転移巣ともに腫癌細胞が

消失したgradeIVBであった｡

症例 2

患者 :74歳,女性｡

初診 :2002年11月12日｡

主訴 :右側頚部の有痛性腫脹｡

既往歴 :特記事項なし｡

現病歴 :2002年10月上旬,右側頚部に有痛性腫脹が出

現,徐々に増大し,開口障害もみられ,当科を紹介さ

れた｡

現症 :右側顎角部から口角に弾性硬の腫脹を認め,中

央皮膚は30mmの発赤あり｡ 右側下顎臼歯部の顎堤か

ら頬粘膜に穿掘性の潰癌を伴う腫脹を認めたム(写真

4)｡

画像所見 :CT所見で右側下顎を中心に長径65mmの

軟組織陰影を認め,下顎骨体の不整な骨吸収像がみら

'れた｡
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写真 2 症例 1

A:治療前口腔内 B:治療後口腔内

C:治療前顔貌 皮膚癒着 (失頭)顎下リンパ節 (矢印)

D:治療後CT(下顎骨) E:治療後CT(リンパ節)

写真3 症例 l

A:全頚部郭清術,下顎骨区域切除術

B:摘出物

C:病理組織像 大星 ･下里分類gradeIVB(H-E染色,×100)
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写真4 症例 2

A:治療前口腔内 B:治療後口腔内

C:治療前顔貌 皮膚癒着 (矢頭)

D:治療後CT(軟組織) E:治療後CT(下顎骨)

写真 5 症例 2

A:上頭部郭術清,下顎骨区域切除術

B:術後口腔内 DP皮弁で再建した

C:病理組織像 大星 ･下里分類gradeIIB(H-E染色,×100)

- 3 1 -
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写真 6 症例 3

A:治療前顔貌 B:治療後顔貌

C:治療前CT D:治療後CT

臨床診断 :下顎歯肉癌,T4NOMO｡

病理組織診断 :扇平上皮癌 (高分化,3型)｡

処置および経過 :温熱化学放射線療法として,MW加

温 4回,CDDP40mg,docetaxe140mg,UFT

300mg/日,ライナック36Gyを併用した｡治療後,皮

膚および頬粘膜の腫脹は縮小,PRが得られた｡2003

年 1月22日,上頚部郭清術,下顎半側切除術,口腔粘

膜欠損部を三角筋大胸筋皮弁 (DP皮弁)を用いて再

建し,皮膚側は縫縮により閉鎖した (写真 5)｡ 初診

後 1年5か月,再発は認められない｡

病理組織学的所見 :軟組織部の腫癌は壊死し,骨体の

一部分に生存痛組織を認めるgradeⅢBであった｡また,

上内探頚リンパ節に転移が確認され,同様にgradeIIB

であった｡

症例 3

患者 :65歳,男性｡

初診 :1990年 1月16日｡

既往歴 :特記事項なし｡

臨床診断 :下顎歯肉癌,術後再発

病理組織診断 :扇平上皮癌 (中分化,4C型)｡

再発までの経過 :1990年2月15日,右側下顎半側切除,

全頚部郭活術を施行したが,同年 9月,耳下腺咲筋部

に再発した｡

CT所見 :同部～側頭下宿から頭蓋底に長径68mmの

軟組織陰影を認めた (写真 6)0

処置および経過 :温熱化学放射線療法として,RF加

温を計17回,CDDP300mg,peplomycin50mg,ラ

イナック60Gyを併用した｡ 治療後,腫脹は著明に縮

小し,CT所見では腫蕩内低吸収域が明らかなPRを示

した｡12か月後,再増大し,1年5か月後,腫癌死した｡
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症例 4

患者 :62歳,男性｡

初診 :1995年 2月2日｡

既往歴 :腎不全で週 3回透析中｡

臨床診断 :下顎歯肉癌,術後再発

病理組織診断 :扇平上皮癌 (高分化, 3型)0

再発までの経過 :同年 3月22日,右側下顎半側切除術

を施行 したが,同年 9月耳下腺岐筋部に再発した｡

cT所見 :同部～側頭下寓～頭蓋底に長径43mmの軟

組織陰影を認めた｡

処 置 お よび経過 :RF加 温 4回,CDDP 40mg,

peplomycin20mg,5-FU2325mg,ライナック60Gy

を併用 した｡治療後,腫脹は軽度縮小 したが,CT所

見ではNCと判定 した｡ 3か月後,腎不全による高カ

リウム血症で急死 した｡

考 察

当科においては,1974年開設以来,手術制御不能と診

断した進行癌や再発癌を対象に,従来の放射線化学療法

を施行 してきた｡1986年からは,治療成績の向上を期 し,

温熱療法と化学療法 としてCDDPを臨床導入 し,放射線

療法 と同時併用 した温熱化学放射線療法を施行 してき

た｡その結果,頭頚部癌の進行 ･再発全例における5年

累稗局所制御率は,温熱療法導入前の放射線化学療法施

行例 (22.2%)に比 し,68.2%という統計学的にも明らか

に有意な上昇 (46.0%)が認められたことを報告した161｡

温熱療法を行 うに際しては,正常組織の傷害を避け,

確実に有効腺癌内温度を維持することが重要であ り,そ

のためには,加温装置,アプリケ一夕など加温方法の確立

が必要である19･23'｡当科では当初はRF加温を中心に行っ

ていたが,1992年,歯学部附属病院に口腔癌温熱療法シ

ステムが設置されてか らはMW加温を適宜応用 してい

る｡ さらに最近,本学脳神経外科の協力を受け,針塑ア

プリケ一夕を用いたRF組織内加温 (症例 6)13)を経験 し

た｡その結果,42℃以上の有効加温が全回数の84.5%と

高率に得られていた16)｡

しかし,時に良好な温度上昇を得ることが困難なこと

がある｡その原因の一つとして組織血流による冷却作用

が指摘 されている｡これに対 し,血流を減少させる手段

として,私達は下顎悪性腫癌を対象に,血管収縮剤添加

局所麻酔剤を腺癌周囲に注射する方法 (症例 5)12',ま

た,支配動脈-のバルーンカテーテルによる一時的血流

遮断法11)の有用性をすでに報告 した｡両者の効果につい

ては,これらを施行 しない時に比し,約 2℃高い有効加

温が得 られていた｡

一方,下顎歯肉癌の治療は手術による切除が第-選択

とされ,当科開設後,経験 した下顎歯肉癌72例のうち,
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手術を施行 した66例における5年局所制御率は81.8%で

あった｡しかし,残 りの高度進展例など手術不能と判断

した6例に対しては,従来の放射線化学療法を施行した

が, 5年局所制御率は16.70/Oと不良であったQそこで,

今回,温熱療法を導入後,新たに温熱化学放射線療法を

施行した進行 ･再発下顎歯肉癌 6例の治療結果について

検討した｡

症例 1, 2は高齢者であ り,下顎骨周囲から顔面皮膚

へ も浸潤した高度進展例であり,拡大切除,再建を含め

た切除は不能と診断し,温熱化学放射線療法を施行した｡

治療後はPRが得 られ,手術が可能となり,顔面皮膚側

は再建を回避,温存でき,QOLの向上にも寄与できた｡

摘出物の病理組織所見からも主に軟組織における腺癌の

消失が確認できた｡この点に関して,大部 らln)が術前治

療 として温熱化学放射線療法を施行した下顎歯肉痛18例

における組織学的効果を報告しているのみであるが,

38.9%で腺癌が消失してお り,下顎骨周囲という温熱化

学放射線療法が困難な部位での有効性が示 されている｡

症例 3,4は側頭下商への再発例で,頭蓋底に進展 し,

治療後,腫蕩縮小はみ られたが,切除はなお不能であっ

た｡症例 4は腎不全で死亡 したが,症例3では死亡する

までの 1年 5か月間,除痛効果 も含めてQOLの向上を

維持 した延命効果がみられた｡

本研究における下顎歯肉癌の進行 ･再発･6例全例にお

ける治療成績を検討した結果,秦効率は83.3%, 5年局所

制御率は66.6%であった｡この点について大部ら10)は下顎

歯肉癌18例の温熱化学放射線療法後の奏効率は88.9%で

あったと報告している｡なお,諸家の報告では1-10', 口腔

を含めた頭頚部痛全例に対する温熱併用療法の奏効率は

66.7-88.9%, 5年局所制御率は58.0-68.6%とされてい

る｡ これらを参考にすると,高度進展または再発のみを

対象 とした本研究の下顎歯肉癌に対する治療効果は良好

な成績であり,満足できると思われる｡

以上,温熱療法を行うには,装置ならびに加温にあたっ

ての経験が必要であるものの,これまでの外科治療を中

心とする治療の幅を広げることが可能であ り,進行 ･再

発下顎歯肉癌に対す る治療方法の一つとして,非常に有

力なtreatmentstrategyと考える｡

結 語

下顎歯肉癌の進行 ･再発 6例に対し,温熱化学放射線

療法 を施行 した｡ CRが 2例,PRが 3例 で奏効率 は

83.3%であった｡PRとなった 3例中2例は切除可能とな

り,病理組織学的所見はgradeIVB,HBの奏効を得た｡

全例の 5年局所制御率および 5年生存率は66.7%で,延

命効果もみられた｡
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