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北海道歯誌　36：14 ─ 20，2015．

症例報告

精神発達遅滞を有する進行口腔がん患者への外科治療経験

日笠　紘志1）　　榊原　典幸1）　　水野　貴行1）　　加藤　卓己1）

箕輪　和行2）　　高野　昌士3）

抄　録：精神発達遅滞を有する口腔がん患者は，その精神疾患の特異性より，説明と同意，周術期管理，術後リハ
ビリ，退院時支援に困難さを有し，放射線療法や化学療法を主体とする保存的治療を選択することが多く，外科治
療を行った報告は少ない．我々は精神発達遅滞を有する進行口腔癌患者に対して外科治療を主体とした根治治療を
行い，良好な経過を得たのでその概要を報告する．
　患者は46歳女性，近医歯科にて右側軟口蓋の腫脹を指摘され当科受診．既往歴に精神発達遅滞を認め，精神年齢
は９歳相当であった．また生活背景として家族全員が精神発達遅滞を有していた．口腔内所見は右側軟口蓋を中心
に硬口蓋，左側軟口蓋，咽頭におよぶ弾性やや硬の腫瘤を形成．画像所見上で悪性腫瘍を疑う所見が得られたため
組織生検を施行し粘表皮癌の病理診断を得た．生活支援センター職員援助のもと，ご本人，ご家族との話し合いを
重ね，外科的に根治治療を行う方針とし，全身麻酔下にて右側肩甲舌骨筋上頸部郭清術，腫瘍切除術（右側上顎全
摘術，左側上顎部分切除術）および遊離腹直筋皮弁による口腔再建術を施行した．
　術後２年７ヶ月を経過し局所再発・遠隔転移を認めず現在経過観察中である．

キーワード：精神発達遅滞　口腔癌　口腔再建　周術期管理　リハビリテーション

1）〒051–8501　室蘭市新富町1丁目５番13号
社会医療法人母恋　日鋼記念病院歯科口腔外科（主任：榊原典幸 主任科長）
2）〒060–8586　札幌市北区北13条西７丁目
北海道大学大学院歯学研究科　口腔病態学講座　歯科放射線学教室（主任：箕輪和行 准教授）
3）〒080–0833　帯広市稲田町基線７番地５号
社会医療法人北斗　北斗病院歯科口腔外科（主任：牧野修治郎 部長）

緒　　　　　言

　精神発達遅滞患者の特徴として，言葉による学習が困難
で，記憶力・注意力・自発性に乏しく，論理的思考が困難
であること，感情表現の発達や運動発達の遅れなどが挙げ
られ，そのような背景から，精神発達遅滞を有する患者の
訴えを理解することや状態把握を行うことは困難である．
また，精神疾患を有する口腔がん患者の多くは，口腔内の
異常への意識が低いため早期発見が困難とされ，医療機関
を受診した時点で進行口腔がんの状態となっている傾向が
あるとの報告がある1）．このような患者に対しインフォー
ムドコンセント，周術期管理，術後リハビリ等について困
難さを有するという観点から放射線治療を主体とする保存
的治療を行うことが多く2），外科治療を行った報告は稀で
ある．今回，我々は精神発達遅滞を有する進行口腔がん患
者に対し外科治療を主体とした根治治療を行い，入院・周
術期管理における問題点について検討を行ったので，若干
の考察を加えて報告する．

症　　　　　例

患　者：46歳　女性
初　診：2012年７月
主　訴：右側軟口蓋の腫脹
既往歴：精神発達遅滞　その他，既往なし
家族歴：家族全員が精神発達遅滞（親兄弟）
現病歴：近医歯科医院を定期受診時，右側軟口蓋の腫脹を

指摘され精査依頼にて当科受診．
現　症：

全身所見：体格は中等度，栄養状態は良好
口腔外所見：顔貌は左右対称．右側上内深頚リンパ節１

個に病的腫大を触知した．
口腔内所見：右側軟口蓋を中心に硬口蓋，左側軟口蓋，

咽頭に及ぶ，弾性やや硬の腫瘤形成を認めた（図１）．
開口障害あり，嚥下障害は認めなかった．

精神科学的所見：精神発達遅滞あり，簡単なコミュニ
ケーションは可能であるが，文字の読み書きは不可
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能．精神年齢は９歳相当であり，身体的な運動障害は
認めない．生活支援センター職員の援助を受けながら
新聞配達で生計をたてていた．

画像所見：MRIにて右側軟口蓋を中心に腫瘤性病変がみ
られ，造影後，均一な造影効果を示した．腫瘤性病変

図１　初診時口腔内写真
　右側の軟口蓋を中心に，硬口蓋，左側軟口蓋，咽頭に及ぶ弾
性やや硬の腫瘤を形成．

図２　初診時MRI画像所見（A：axial　B：coronal）
　右側軟口蓋を中心に腫瘍が存在しており，右側上顎骨周囲か
ら上顎洞内，鼻腔内，咀嚼筋間隙と健常側の軟口蓋および翼突
鈎周囲にまで腫瘍浸潤がみられ，腫瘍は右側眼窩底に近接して
いる．

図３　初診時造影CT画像所見（A：coronal　B：axial）
　腫瘤の後方断端は椎前筋に接し（△），上方端は蝶形骨から
卵円孔直下に進展し（↓），頭蓋底浸潤が否定できない所見で
ある．

は右側上顎骨周囲から対側軟口蓋への進展と背側では
蝶形骨翼状突起を破壊し，咀嚼筋間隙への浸潤を呈し
た．病変の頭側では，嚢胞構造を伴って上顎洞内，鼻
腔内へと進展，眼窩底に近接していた（図２–A，B）．
　またCTでは病変の背側端は椎前筋に接し，上方端
は蝶形骨棘から卵円孔直下に進展し，頭蓋底浸潤を
否定できない所見を認めたが，海綿静脈洞の拡大は
なく，頭蓋内浸潤の所見はみられなかった（図３）．
PET-CTにおいては右側軟口蓋にSUVmax3.2の軽度の
FDGの集積を認め，遠隔臓器には転移を疑う所見を
認めなかった．また，頸部エコー，CT，MRI上，右
上内深頸リンパ節の１個にφ９mm大，類球形のリン
パ節腫大を認め，リンパ節門部がやや不明瞭であり触
診上も弾性やや硬で頸部転移を否定できなかった．

臨床診断：右側軟口蓋悪性腫瘍
処置および経過：2012年９月に入院下で組織生検を施行．

病理組織検査（図４）の結果，粘表皮癌　T4bN1M0　
StageⅣbの診断となった．

　治療方針については，生活支援センター職員援助のも
と，御本人と御家族と複数回に渡って話し合いを重ね外科

図４　病理組織像
　腫瘍は大部分が大型の充実性あるいは嚢胞形成を示す粘液産
生細胞あるいは中間細胞の増殖からなり，繊細（せんさい）な
線維血管間質を伴っていた。扁平上皮成分は目立たず，壊死は
認めず，また核分裂像も目立たない．
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的切除の方針となり，当院キャンサーボードで承認を得た
のち手術を予定した．
　術後の嚥下障害および長期間に及ぶ嚥下リハビリが予想
されたため，術前に腹腔鏡下胃瘻造設を行った後，2012年
11月に全身麻酔下にて手術を行った．手術内容は，気管切
開術，右側肩甲舌骨筋上頸部郭清術，右側上顎全摘，左側
上顎部分切除，遊離腹直筋皮弁を用いた口腔再建術を施行
した．（図５）
　右側硬口蓋は全切除を行い，左側は上顎78部の部分切除
を行った．軟口蓋は口蓋垂を含めほぼ全切除とし，右側は
扁桃を含め咽頭側壁，後壁の粘膜を椎前筋表面を一部つけ
る形で切除した．卵円孔直下まで腫瘍の進展あり，術前よ
り下顎神経支配領域に麻痺を認めたため下顎神経を卵円孔
直下で切除した．その後，右側上顎欠損部には遊離腹直筋
皮弁を充填し，左側の部分切除部はポリグリコール酸シー
ト（ネオベール®）＋フィブリン糊スプレー（ボルヒール®）
で再建を行った．
手術切除検体の病理組織像は，大型の充実性または嚢胞形
成を示す粘液産生細胞あるいは中間細胞の増殖からなり繊
細な繊維血管間質を伴っていた．扁平上皮細胞成分，核分
裂像は目立たず，壊死組織は認めず最終病理結果は粘表皮
癌（低悪性度）の診断とされた．手術にて十分に安全域を
付与できなかった頭蓋底近傍には術後照射40～60Gy/24回
を行った．
　術後ICUにて管理を行い，１週間経過後HCUに転棟．
HCU転棟直後より嘔吐，SpO2・意識レベルの低下，眼振， 
１～２分の痙攣発作を認めた．術後てんかんが疑われ，抗
てんかん薬の投与を開始した．術前にてんかん発作の既往
はなく，脳波測定等のスクリーニング検査は実施していな
かった．
　創部治癒後，欠損部に対し顎義歯を作製し嚥下訓練を継

図５　術中写真と病理検体写真
下顎正中でswingを行い，Weber-Fergusson approachにて顔面皮弁を形成．
右側肩甲舌骨筋上頸部郭清，右側上顎亜全摘および左側上顎部分切除を施行した．

続していたが，２か月経過しても嚥下困難な状態に大きな
変化はなく，経口摂取のみでの栄養管理は困難と判断し，
胃瘻併用での栄養管理を行う方針とした．本人およびご家
族（兄弟）に胃瘻栄養管理手技指導を行い約６ヶ月の訓練
期間の後，試験外泊を繰り返し，入院から419日経過し自
宅へ退院となった．術後２年７か月経過し局所再発・遠隔
転移を認めず外来にて経過観察中である．

考　　　　　察

　平成23年８月に制定された「歯科口腔保健法」第九条
に「国及び地方公共団体は，障害者，介護を必要とする高
齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること
等又は歯科医療を受けることが困難なものが，定期的に歯
科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができ
るようにするため，必要な施策を講ずるものとする」と明
記されている3）．また，平成24年７月には歯科口腔保健の
推進に関する基本的事項の制定がなされ，そこには「障害
者・障害児，要介護高齢者等で，定期的に歯科検診（健康
診査及び健康診断を含む．以下同じ．）または歯科医療を
受けることが困難な者に対しては，その状況に応じた支援
をした上で歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持，増
進を図っていく必要がある」との記載がある．このよう
に，今後障害者の歯科医療を受ける機会が確立されていく
中で，精神発達遅滞を含む障害者の歯科医院への受診機会
が増え，これまで発見されにくかった口腔がん患者の割合
も増加してくることが予想される．また健常者と同様の治
療を行う環境が整えられ，大部分の障害者の口腔がん患者
に対して行われてきた放射線治療や化学療法といった保存
的療法ではなく，外科的な根治治療を行う機会は増えてく
ると思われる．しかし，障害者に対して外科的根治治療を
選択した場合，様々な点で問題が生じてくる．今回我々が



精神発達遅滞を有する進行口腔がん患者への外科治療経験

｜ 17 ｜

17

精神発達遅滞の口腔がん患者に対して外科的治療を行うに
際し，説明と同意，周術期管理，術後の嚥下リハビリテー
ションおよび退院時支援について苦慮した点についてそれ
ぞれ考察を行った．

　１）インフォームドコンセント
　本症例においては，本人のみならず親兄弟も精神発達遅
滞を有しており理解力が十分ではないため，治療方針につ
いて，また術後における審美障害，機能障害について詳細
な理解を得ることは難しく，説明にも難渋し，治療に際す
る意思決定，いわゆる「同意を得る」ことに苦慮した．ま
た．そのため，生活支援センター職員の協力のもと，時間
をかけて複数回にわたり説明を行い，意思決定は数日をか
けて家族内で話し合いをもたせ，最終的には本人および家
族の「放っておいたら命に関わる」という理解のもと「わ
るいものは取ってほしい」という本人の意思を尊重し，手
術に対する同意を得る形となった．
　1990年の日本医師会による「「説明と同意』についての
報告」の中でインフォームドコンセントの概念が初めて公
式に紹介され，1997年の医療法改正（第３次医療法改正）
では医療法第１条の４第２号においてインフォームドコン
セントが医療職の法的な義務行為として位置付けられた．
しかしながら，「同意」については何をもって患者の「同
意を得た」とするかに関しては明確にされてはいない．ま
た，精神発達遅滞等の障害を持つ患者における同意能力の
判定については活発な議論と研究がなされている段階であ
り同意能力の有無の具体的な判定方法および基準は確立さ
れていないのが現状である．インフォームドコンセントを
得る点に関しては，精神疾患や基礎疾患を有する場合で
も，各治療法の長所・短所について十分なインフォームド
コンセントを行なって，最終的には患者本人が治療法を選

択するのが望ましいという見解1）がある一方で，世話をす
る家族の意見を重視すべきという意見もある4）．本症例で
は患者の意思を尊重する形となった．

　２）周術期管理
　患者の精神年齢は９歳相当であり会話によるコミュニ
ケーションは可能であったが，読み書きは出来なかった．
手術では気管切開術も予定したため術後の会話による意思
疎通は困難で，筆談も不可能であったため，イラストを用
いたコミュニケーションツール（図６）を作成し，手術約
１か月前よりトレーニングを実施．文字は図として認識す
るため，覚えるまで病棟看護師とともに反復訓練を行っ
た．実際に術後はそれらを用いて意思疎通を行いながら管
理を行い，患者のストレスや不安を解決することに努め
た．一般的に術前・術後の患者は「いらいら」「息苦しい」

「眠れない」といった心因反応は，体動が激しくなること
や，ドレーン・点滴の自己抜去といった行動につながるこ
とが多く，また脈拍変動や血圧変動といった他覚症状を認
めることが多い5）．秋山らはこの傾向は精神発達遅滞の患
者においては特に顕著であると述べており6），実際に精神
発達遅滞患者の周術期管理において，ドレーン・点滴の自
己抜去や，経鼻栄養チューブの自己抜去による誤嚥性肺炎
を生じ，合併症死した症例も報告されている2）．本症例で
は，コミュニケーションツールを用いることで患者の訴え
を把握し，その都度対応することができたためドレーン自
己抜去等の行動は無く経過し，訓練は術前に多大な時間を
要したが，周術期における患者の訴えを把握するうえでは
有効であった．
　また，HCU転棟後にてんかん発作を認めたが，術前に
てんかんについてスクリーニングは実施しておらず，手術
による合併症との鑑別診断に苦慮した．精神発達遅滞患者

図６　コミュニケーションツール
　イラストを用いたコミュニケーションツールを作成し，術後使用できるよう術前から
訓練を実施．周術期管理時はこれらを用いて患者の訴えを把握した．
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のてんかん出現率について，施設による差異や疾患の特殊
性を考慮する必要はあるが68％との報告があり，人口のて
んかん有病率（1000人に対し約５人）と比較しても高率
で，また精神発達遅滞の重症度とてんかん出現率は比例し
ている7）とされている．精神発達遅滞を有した患者のてん
かんの多くは難治例として報告されており，要因として
は，症状の観察・把握や診断が困難であることが原因7）と
して挙げられている．それは，患者自身の発作の主観的な
訴えや報告がほとんど得ることができず発作発現を把握し
にくい点，意識障害の有無が分かりにくいからである．精
神発達遅滞の患者手術に際しては，術前にてんかんのスク
リーニングを必須とすべきであり，今回も術前に脳波測定
を行い，専門医の診察を受ける等して，その評価を行うべ
きであった．

　３）嚥下ハビリテーション
　嚥下リハビリテーションを開始する上でリハビリをどう
理解させ，継続させるかが問題であった．術後早期に舌接
触補助床（PAP）を作成，２か月経過したのち顎義歯を
作成し，嚥下訓練を継続して行ったが，リハビリそのもの
の意味を理解することができず，訓練を行ってもすぐに飽
きてしまうことが多かった．また継続させることも難しく
リハビリに対して拒否反応を示すことも少なくなかった．
北岡らは患者の言語理解力不足による意思疎通困難により
訓練の詳細を理解させられないことがリハビリテーション
の奏功に大きく影響すると述べており8），また，精神発達
遅滞患者においては成人嚥下の獲得に至らず，乳幼児嚥下
が残存している場合があり，そのことが術後嚥下障害に関
与している可能性があるとの報告8）もある．本症例の場合
にもその可能性は否定できず，術前の摂食嚥下機能の評価
は行っておらず，術前の評価を行うことで術後嚥下障害の
程度を予測できた可能性は否定できない．精神疾患を有す
る患者に手術を行う場合には，リハビリが困難となるた
め，通常よりも重度の後遺障害が出現する可能性があるこ

図７　胃瘻栄養管理指導ツール
　極力文字を使わず，写真を用いたマニュアルを看護師が作成し胃瘻の手技獲得を行った。

とを念頭において治療にあたる必要がある．
　本症例においては，嚥下障害が残遺し経口摂取のみによ
る栄養管理は難しく胃瘻からの栄養管理を併用する方針と
した．しかし，胃瘻栄養管理手技を理解することは難し
く，病棟看護師がイラストや写真を用いたマニュアル（図
７）を作成し，繰り返し訓練を実施した．訓練は退院後同
居予定の家族も一緒に行い，家族でサポートできる体制を
整えた．加えて，本症例においては家族全員が精神発達遅
滞であるため，退院後の生活状態や自宅での胃瘻管理が行
えているかどうか把握する必要があると判断し，第三者に
よる支援を行う方針とし訪問看護師および生活支援セン
ター職員による定期的な自宅訪問の体制を整えた．胃瘻で
の栄養管理および退院後の支援体制ができるまでに数か月
を要したが試験外泊を繰り返し自宅での管理上問題ないこ
とを確認し退院の運びとなった．

結　　　　　語

　今回我々は精神発達遅滞の患者に外科的治療を行うに際
して，説明と同意を含め多くの問題に直面し，特に周術期
管理，術後のリハビリテーションについては困難を極め
た．術前のてんかんのスクリーニング検査や摂食嚥下機能
の評価を行うことにより，術後のてんかん発作のリスク，
嚥下障害の程度を予測できた可能性があり，手術適応とし
た場合には十分に留意する必要があると思われた．また入
院から退院までの包括的な管理を行うには，口腔外科医だ
けではなく，関連各科の専門医や病棟看護師，ソーシャル
ワーカー，また地域の生活支援センターといった多職種連
携が必要不可欠と思われた．
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CASE REPORT

Surgical treatment of advanced oral cancer for patients with mental 
retardation : A case study

Hiroshi Hikasa1), Noriyuki Sakakibara1), Takayuki Mizuno1), Takumi Kato1),
Kazuyuki Minowa2) and Masashi Takano3)

ABSTRACT : Oral cancer patients with mental retardation have specific needs due to their mental condition. Conservative 
treatment consisting mainly of radiation therapy is often selected because of difficulties in explaining and obtaining 
consent, perioperative management, postoperative rehabilitation, and support upon discharge. For these reasons there 
are few reports on surgical treatment. Reported here is an outline of treatment in which favorable results were obtained 
when surgical treatment was performed on an advanced oral cancer patient with mental retardation. The patient was 
a 46-year-old female who was referred to our department when swelling in the right soft palate was discovered at 
a nearby dental clinic. Medical history showed mental retardation with a mental age equivalent of a 9-year-old child. 
Background information showed the entire family had mental retardation. Intraoral findings indicated the formation of an 
elastic slightly hard mass centered in the right soft palate and extending to the hard palate, left soft palate, and pharynx. 
Because imaging findings were suspicious for malignancy a biopsy was performed and a pathological diagnosis of 
mucoepidermoid carcinoma was obtained. After repeated discussions with the patient and her family, with the aid of the 
Livelihood Support Center staff, a surgical curative treatment was chosen. Right total neck dissection and tumor resection 
(right subtotal maxillectomy) with oral reconstruction by rectus abdominis muscle flap was performed under general 
anesthesia. The patient is currently under observation at 2 years and 3 months after surgery and there are no signs of 
local recurrence or distant metastasis of the malignancy.

Key words : Mental retardation, Oral cancer, Oral reconstruction, Perioperative management, Rehabilitation
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