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口腔癌終末期患者における舌粘膜の形態と経口摂取−剖検例からの検討
1

瀧田 正亮 ・塚口

1

雅 ・矢田

1

1

1

基 ・川上 正訓 ・高尾 宏昭 ・仙崎 英人
1

2

2

( 大阪府済生会中津病院・ 歯科口腔外科、 検査科 )

目

的

癌終末期医療における身体症状のコントロールとケアに関しては口腔の問題も重要なモ
1)

ダリティの 1 つとして取り上げられており（表 1・表 2） 。各々の口腔症状に対しては対症療
法が試みられるが、症状が出現してからの対応ではコントロールが難しい。最近われわれは、
味覚嗜好性が強く endpoint − 18 日まで味覚異常の訴えなく経口摂取が続けられた癌（口腔）
終末期患者の剖検所見から、舌粘膜の形態を確認することができたので本例を通じて、味
覚嗜好性とそれを基づく経口摂取が舌粘膜の形態と機能維持には重要であることを提示し
たい。
表1

癌終末期医療における主な身体症状 1)

表2

癌終末期患者における口腔の問題 1)

これらの多くは病理組織学的にも特徴的な異常所見 4) が観察される。

症

例
2)

臨床経過 : 70 歳台・女性の頬粘膜癌ターミナルの症例 で、初診〜 endpoint までの全経
過期間は 1 年 2 ヶ月（統合失調症の既往を有するため根治的手術は適応せず緩和治療を選
択した）、ターミナル入院期間は 151 日で、倦怠感や衰弱が進むなかでも味覚嗜好性が保
持され口渇の訴えもなく経口摂取への意欲の強い患者であった。下顎骨病的骨折を併発し、
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腫瘍は患側顔面頬部皮膚に浸潤して大きな穿孔創を形成したが、ガーゼタンポンのパック
により可能な限り経口摂取（流動食）が続けられた (endpoint − 18 日まで )。endpoint − 21
日に肺炎を併発し、呼吸不全のため永眠された。
剖検所見 : 左側頬部の腫瘍巣は上顎部・下顎部、口腔底、上下口唇、頸部に浸潤性に広がり、
対側の顎下リンパ節にも転移を認めるが内舌筋および舌骨上筋群への浸潤は軽度であった。
遠隔転移としては、両肺野ともに胸膜・肺実質内に転移形成を見る。また多数の肺動脈内
に腫瘍梗塞を認めるとともに、腫瘍梗塞のために完全閉塞したと考えられる微小肺梗塞の
所見も見られた（図 1）
。死因は肺炎の合併も見られるが広範な肺への腫瘍転移と腫瘍梗塞
による呼吸不全と考えられた（抜粋）。一方舌粘膜については、肉眼所見としては異常なく、
3)
舌乳頭を中心に組織学的に観察してみても、粘膜上皮は正常形態 を保持しており、びらん、
4)

。
潰瘍形成、乳頭萎縮・炎症所見 などは見られなかった（図 2~4）

図1

肺転移巣の病理組織学的所見。
肺転移巣（左）と腫瘍梗塞像（右）を示す。臨床
的には誤嚥性肺炎による呼吸不全と考えられた
が、剖検により腫瘍梗塞による呼吸不全が死因と
最終診断された。患者の求める経口摂取を強制制
限することに対する非合目性が示される（HE 染
色 / 低倍率）
。

図2

舌乳頭の所見。
A: 糸状乳頭、茸状乳頭、B: 有郭乳頭、
C: 有郭乳頭部粘膜下にみられたリンパ
濾胞の形成、いずれも正常形態を保って
おり粘膜下結合組織、脂肪組織や筋層、
リンパ濾胞にも異常所見はみられない。
茸状乳頭部では 2 次乳頭も観察される
（HE 染色 / 低倍率）
。
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図3

味蕾細胞。

図4

剖検標本のためやや不鮮明であるが、粘膜上皮

粘液腺導管。
正常形態を示す（HE 染色 / 中倍率）
。

中に味蕾が観察される（HE 染色 / 中倍率）
。
図 2~4 は癌終末期 endpoint の時点でも舌粘膜の
正常形態が保持し得ることを示している。

考

察

癌・終末期患者みられる症状・徴候に関する淀川キリスト教病院ホスピスでのデータ（182
5)

名を対象） では口渇 56%、口内炎 44% と集計されており、これらを合計して口腔の問題
(100%) として考えると、全身倦怠感 97%、食欲不振 88%、疼痛 88% など他の頻度の高い症状・
徴候と同様に、看過できない症状・徴候となる。これら口腔症状は肉眼的にも組織学的に
4)

1)

も粘膜の病的所見 を伴うものであり、マニュアル 上は補助的な薬物の使用が主体となっ
ているが、実際には症状の改善は難しい。今回のわれわれの報告は、倦怠感や食欲不振が
進む癌（口腔）・終末期にあっても、嗜好性が保持され経口摂取が継続されていれば舌・口
腔粘膜は正常形態に保たれ、口腔化学感覚としての末梢側における味覚に関する機能は維
1)
持される可能性を示唆するものである。本例はターミナルステージ分類 からみると、タ

ーミナル後期（生命予後数日）まで経口摂取がなされており、ターミナル全経過を通じて
口腔原発腫瘍の増大という必然的問題を除いては口腔粘膜の異常は軽微であった。嗜好性
6)

の高いジュース類の経口摂取により唾液・唾液分泌のポジィティブな生理機能 が維持され、
7)

舌粘膜の形態と機能の維持に作用したこと、全身的には快情動を表出する感覚刺激 の 1 つ、
8)

すなわち嗜好性の高い味覚刺激（味覚性快情動） が視床下部を基点としたポジィティブな
9)
精神神経免疫学相関 として悲惨な末期症状が緩和された可能性が考えられる。また、本

例では患者の「食」への意欲が保持されていたことに加え、原発巣が口唇・頬部から下顎
部にかけて破壊性に浸潤・増殖したものの固有舌や舌骨上筋群、軟・硬口蓋への浸潤がな
かったことが、嚥下・経口摂取が口腔癌終末期例としては通常経験される以上に長期にわ
たって維持し得たと考えられた。このことも舌粘膜の組織学的形態評価ができた重要な要
因として挙げられる。
一方、口腔カンジダ症や種々の口内炎は癌・終末期患者にかかわらず一般的に免疫力の
低下した乳幼児、高齢者、後天性免疫不全症候群の患者、糖尿病などの内分泌疾患、妊娠、
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ステロイド剤長期投与患者の他、口腔乾燥症、低栄養状態や口腔衛生不良、などにより極
めて日常的に発症するものである 4) が、本例を通じて味覚嗜好性の保持や味覚性快情動の
高揚が舌・口腔粘膜における本症発症の予防に有効であることが示唆されている。口腔粘
膜の感染症に対しては、症状が発現してから薬物療法を適応するよりも口腔の化学感覚や
その生理学的機能についての医療者の理解と臨床応用の重要性が示される。

ところで、癌・終末期の患者、殊にターミナル中期以後で、生体にとってなかば合目的
と考えられる悪液質と食思不振

10)

が進行するなかにあっては味覚性快情動の発現に関係す

るおいしさ感覚を漠然と追究することは難しい。おいしさ感覚は、行動生理学的に生得的、
獲得性、観念的、体内要求性などに分けられている 11) ので、経口摂取が比較的可能なター
ミナル前期・中期頃までは生得的、獲得性、体内要求性を、そして衰弱が進むターミナル
後期以後は患者ごとにより異なる病態に応じた体内要求性のおいしさ感覚の追究が、味覚
研究の癌・終末期医療への臨床応用面で重要であると思われる。
特殊感覚の 1 つ聴覚は呼びかけに対する反応はなくとも死の直前まで機能しているとい
われている 1) が、味覚も味覚性顔面反応が観察されなくとも聴覚同様に endpoint 付近まで
機能できる可能性があることを、本報告は末梢レベルで示している。
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