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症例報告

拡大内視鏡により発見された早期口腔扁平上皮癌の１例

藥師寺孝、関根理予、菅原圭亮、山本信治、野村武史、柴原孝彦

東京歯科大学口腔外科学講座

＊：〒 261-8502　千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3978　FAX：043-270-3979

e-mail: tyakushi@tdc.ac.jp

今回我々は、拡大内視鏡下で発見された早期口腔癌の１例を経験したので、その概要を報

告する。患者は 47 歳の男性で、口底部の精査を依頼されて当科を受診した。患者は食道

に多発性粘膜異型を認めたため、某病院内科にて定期的に上部消化管内視鏡検査を実施し

ていた。2004 年３月に上部消化管内視鏡検査時に内視鏡下に左側口底部に発赤領域を認

めた。同部の血管形態に異常を認めたため、悪性疾患の可能性が疑われるとして、当科で

の精査を依頼されて来院した。当科で細胞診を施行し class Ⅳの診断を得た。全身麻酔下

に切除術を施行し、early invasive squamous cell carcinoma との診断が得られた。現在口

腔と消化管に関して定期観察をおこなっている。口腔については術後8年経過しているが、

再発転移、機能障害もなく良好である。

キーワード： High-Magnifi cation Endoscopy, Oral Squamous cell carcinoma、 Early oral cancer

論文受付：2011 年 12 月 20 日　論文受理：2012 年 3 月 1 日

緒　言

　口腔は肉眼観察が可能な領域であり、口腔癌は早

期発見に有利であるといえる。しかし、他の粘膜疾

患との鑑別が困難なため、診断に苦慮する場合も少

なくない。近年、上部消化管や下部咽頭領域では拡

大内視鏡を用いたスクリーニングによる早期癌の発

見について報告されている。口腔領域については肉

眼観察が可能であることから、内視鏡が応用される

ことは少ない。

　今回われわれは、拡大内視鏡観察で発見された超

早期口腔癌についてその概要について報告する。

症　　例

患　者：47 歳、男性。

初　診：2004 年３月。

主　訴：口底部の精査。

既往歴：アルコール依存症。
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現病歴：

　患者はアルコール依存症による離脱症状を呈した

ため、某病院で入院加療をうけていた。その際、食

道粘膜に多発性の上皮異型を認めたため、定期的

な上部消化管内視鏡検査を実施していた。 内視鏡

は、上部消化管用拡大内視鏡（GIF-Q240Z, Olympus 

Medical Systems Corp, Tokyo, Japan ）（図 1）を使用

した。2004 年３月に内視鏡検査を実施したところ、

口底部にわずかな発赤と毛細血管の形態異常を認め

た。 発赤部の周囲の毛細血管は健常部と異なり拡張

し、集積していた。さらに同部についてトルイジン

ブルー溶液による生体染色を行ったところ、わずか

に淡染した。悪性疾患の可能性も疑われたことから

（図２-A、 B）、当科での精査を勧め来院した。

現　症：

全身所見：体格中等度、栄養状態概ね良好。
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肝機能正常（GOT 16 IU/L、GPT 15 IU/L、γ -GTP 

27.2 IU/L）。凝固機能正常。その他全身状態特記事項

なし。

口腔内所見：左側口底部に長径５mm 大の発赤部を

みとめた。同部は平滑で、圧痛はなく、自覚症状は

認められなかった（図３）。 

処置および経過：

　当科で細胞診を施行したところ、class Ⅳの結果を

得た。患者に悪性病変の可能性について十分な説明

を行い、インフォームドコンセントを得て、2004 年

4 月、全身麻酔下に内視鏡で指摘された口底粘膜発赤

部に対して切除生検を施行した。術中ヨード染色を

行ったところ、発赤部を中心に周囲約 3mm の明瞭な

不染部が確認されたため、不染部の外側 2mm で切除

した（図４-A、 B）。病理組織診断の結果、早期浸潤扁

平上皮癌との診断が得られた。

　現在口腔と消化管に関して定期観察をおこなって

いるが再発や転移はなく、術後 8 年を経過している

が、機能障害を認めず良好に経過している（図５）。

病理組織学的所見：

　病変は錯角化重層扁平上皮により被覆された線維

性結合組織からなり、上皮中央部には釘脚が小滴状

図 1　内視鏡システム
電動式拡大内視鏡：GIF-Q240Z（上部消化管用ビデオスコープ）
電動コントローラー：MAJ-570、プロセッサー：CV-260、
光源：CLV-260、高解像液晶モニター：OEV181
本機材の特徴　
光学的ズームにより、拡大観察時にも最大 100 倍の鮮明な高
解像度画像を劣化することなく得られ、また、約 60 ～ 80 倍
の中間倍率を有し、最大拡大状態でもおよそ２～３mm の観察
深度（通常モードでは７～ 100mm）が可能である。

OEV181

GIF-Q240Z

CLV-260

図 2　内視鏡検査時の写真
A：通常観察
拡大内視鏡下に観察を行ったところ左側口底部に灰白色の微
小な潰瘍部とその周囲に毛細血管の集積が red dots として観
察された。
B：トルイジンブルー染色像
左側口底部に対してトルイジンブルー染色を行ったところ , 病
巣中心は淡染した。

図 3　拡大内視鏡画像
口腔内写真
左側口底部に直径約３mm の発赤部位を認めた（矢印）。

図 4　術中写真
　A：ヨード染色時
左側口底部に対してヨード染色を行ったところ , 病変の外周に
約２mm の不染部を認めた。
B: 切除後
切除は不染部のさらに２mm 外周で切除を行った。

藥師寺孝　拡大内視鏡により発見された早期口腔扁平上皮癌の１例
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を呈し、一部基底細胞層を破壊して、間質に向け浸

潤増殖を呈していた。腫瘍細胞は核小体の腫大や核

クロマチンの濃染、異型核分裂像をみとめ、間質に

はリンパ球、形質細胞を主体とした炎症性細胞浸潤

や毛細血管の増生、拡張をみとめた（図６）。

病理組織学的診断：

early invasive squamous cell carcinoma

考　察

　粘膜が悪性変化する際には、表層の毛細血管が形

態的に変化をすることが知られている。関川は、化

学発癌させたラットの舌癌モデルを用いて癌の毛細

血管構築について報告している 1）。報告によると、発

癌初期では上皮乳頭内毛細血管ループ（Intrapapillary 

capillary loop: IPCL）は拡張し、癌の発育に伴って圧

排され、拡張し、蛇行、屈曲などの走行異常を示し、

さらに腫瘍により押し下げられた粘膜固有層内の血

管網とともにかご上に腫瘍を包み込み、集積する所

見をみとめると報告している。上部消化管領域にお

いても癌の初期病変として、新生毛細血管の異常集

積が重要な所見であると報告されている。有馬らは

食道のヨード不染病変の診断に関する問題点として、

全てが癌ではなく dysplasia でも不染として描出さ

れ、その鑑別が困難であると指摘している2）。したがっ

て食道領域の早期癌を発見するためには、ヨード不

染部のパターンに加え、不染内部の微細血管構造か

ら病理組織像を推測することが不可欠であると述べ

ている。さらに Inoue らは食道領域において拡大内

視鏡を使用した観察から IPCL のパターン変化が癌・

非癌の質的診断、深達度診断に有用であると報告し

ている 3）4）。また、Inoue らや Muto らはヨード染色

が施行できない咽頭、喉頭における早期癌発見のポ

イントは粘膜表面に観察される上皮乳頭内の毛細血

管の異常集積、すなわち赤い点（red dots）であると

述べている 5）6）。

　本症例では自覚症状が無く、内視鏡による拡大観

察下に粘膜の発赤、周囲の毛細血管の形態異常をみ

とめ、さらにトルイジンブルーによる生体染色を行っ

たところ、淡染したことから、悪性の可能性が疑わ

れた。トルイジンブルーは正常な粘膜上皮は染色さ

れず、露出した腫瘍組織や上皮異形成部分の核酸を

メタクロマジーにより青紫色に染色される。高野ら

は口腔前癌病変と早期がんに対してヨード染色なら

びにトルイジンブルー染色を行い、感度・特異度と

もに高く、高度異上皮性異形成や早期癌の病期分類

と診断に有用であると報告している 7）。

　また、ヨード染色は口腔粘膜に含有されているグ

リコーゲンが呈色反応することにより正常粘膜は褐

色に染色される。しかし癌や上皮異形成部ではグリ

コーゲン含有量が少なくなるためヨードに不染とな

る。本法は上皮異形成領域の描出に有用であると報

告されている。Yokoo らはヨード不染部に対して免

疫組織化学的解析を行いヨード不染部では PCNA や

p53 タンパクが過剰発現しており、悪性転化をきた

す可能性が高いと報告している 8）。本症例においても

切除生検時にヨード染色を行ったところ、発赤部周

囲に不染体が明瞭に描出された。従ってその周囲２

mm 外側で切除を行った。本症例ではこれら生体染色

法と細胞診での裏付けもあり、病変の切除を行った

図 5　術後写真

術後 6 か月後の口腔内写真

術後の機能障害なく、経過良好である。

図 6　病理組織所見

　錯角化重層扁平上皮により被覆された線維性結合組織からな

り、上皮中央部には釘脚が小滴状を呈し、一部間質に向け浸潤

増殖していた .。間質には炎症性細胞浸潤や毛細血管の拡張を

みとめた。
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ところ、悪性との診断が得られた。生体染色法と比

較して、拡大内視鏡による口腔粘膜の観察は非侵襲

的な検査であるといえる。高野らは、生体染色は簡

便ですぐに結果がわかるという利点を挙げているが、

注意すべき点として、酸味、苦味などの刺激性があ

ると報告している 7）。また、栗田らは、各種ヨード

染色液の刺激性について検討しており、ヨードの濃

度が高いほど染色性は良好であったが、刺激性も増

加すると報告している 9）。勿論ヨードアレルギーが

ある患者に対しては禁忌であるなど必ずしもすべて

の症例で使用可能というわけではない。一方内視鏡

下の観察は内視鏡操作に対する習熟は必要だが、非

侵襲的であり、繰り返し行うことが可能である。さ

らに近年ではヘモグロビンの吸光度に合わせて特殊

なフィルターを用いる Narrow Band Imaging （NBI）

システムが開発され、より診断能が向上してきてい

る 10）11）。拡大内視鏡で red dots に観察された領域

は NBI システムでは brown dots に観察され、brown 

dots の集積部は brownish area として観察される。

この brownish area は粘膜の悪性化の指標として認

識されている。これらの拡大機能を有した内視鏡を

用いた粘膜の観察により食道領域、下咽頭領域では

超早期癌描出に有用であると報告されている 12）。口

腔粘膜は食道、下部咽頭と同様の重層扁平上皮に被

覆されている。しかし食道や下部咽頭粘膜と異なり、

口腔粘膜は咀嚼粘膜、被覆粘膜、特殊粘膜に分類さ

れている。従ってそれぞれの粘膜の観察所見は異な

る可能性はあるものの、今回内視鏡で指摘された口

底粘膜については内視鏡によるスクリーニングが有

用である可能性が示唆された。

結　論

　今回拡大内視鏡観察により発見された早期口底癌

の一例を経験した。肉眼的に若干の発赤を認めるの

みであったが、内視鏡観察により病変周囲には IPCL

の拡張ならびに異常集積をみとめた。切除生検の結

果、早期浸潤癌であり、患者は術後のＱＯＬの低下

をきたすことなく早期に社会復帰を遂げている。本

症例から、拡大内視鏡観察は早期癌の描出に有用で

ある可能性が示唆された。
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