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Description



抄録：５２歳女性の下顎右側臼後部に発生した腺様
嚢胞癌（Adenoid cystic carcinoma）の１例を報告す
る。腫瘍は，肉眼的に白色充実性の比較的境界明瞭
な腫瘤を呈していた。組織学的には，大小さまざま
な胞巣を形成する部と腫瘍細胞が索状，小島状に
増殖する部とが観察された。腫瘍細胞は，S-１００，
GFAPに部分的に陽性を示し，Ki６７の陽性率が約
２０％であった。以上より，篩状構造を認めない，筋
上皮細胞への分化に乏しい充実型の腺様嚢胞癌と診
断した。

緒 言

腺様嚢胞癌（Adenoid cystic carcinoma）は，導管
上皮様細胞と腫瘍性筋上皮／基底細胞様細胞の２種
類の細胞からなる悪性腫瘍であり，頭頸部領域に発
生する悪性腫瘍の１％程度，全唾液腺腫瘍の中でも
１０％の発生しかない比較的稀な疾患である１，２）。発生
部位として，大唾液腺に最も多く発生するが，口蓋
腺をはじめとした小唾液腺や鼻腺からも生じ，稀で
はあるが涙腺，気管支腺，食道腺，乳腺などに由
来する報告もある３，４）。腺様嚢胞癌は組織学的な増殖
パターンにより，篩状型（cribriform type），管状型

（tubular type），充実型（solid type）に分類されてお
り，分化度の低い充実型成分が多くを占める場合に
は，他の悪性腫瘍との鑑別が困難であることが知ら
れている。今回我々は，臼後腺原発と考える筋上皮
／基底細胞への分化が乏しい充実型の腺様嚢胞癌の
１例を経験したので，報告する。

症 例

患 者：５２歳，女性。
主 訴：下顎右側臼後部の腫脹。
初 診：東京歯科大学水道橋病院口腔外科。
既往歴：アレルギー性鼻炎。
現病歴・治療経過：２０１２年にかかりつけ歯科医によ
り下顎右側臼後部歯肉の腫脹を指摘されたが，痛み
もなくそのままにしていた。その後徐々に増大傾向
を示し，２０１６年１１月に精査目的で東京歯科大学水道
橋病院口腔外科を受診した。病変は，肉眼的に直径
１０～１２mm 大の結節状を呈し，病変部の被覆粘膜
は健常色であった（図１）。術前の臨床検査では，特
記すべき事項はない。画像検査の結果，唾液腺腫瘍
が疑われ，全身麻酔下に腫瘍切除術が行われた。切
除範囲は，肉眼的・触診からおよび画像的に設定
し，被膜に包含されていたことから外側５mm とし
た。切除後は縫縮とした。
術前画像検査所見：頭頸部 CT では，アーチファク
トにより病変の描出が困難であったが，病変周囲の
骨破壊像は認められなかった。造影 MRI では，病
変は径１７x１５x１２mm 大であり，T１強調像におい
て内部不均一な中等度の造影増強効果が認められた

（図２）。
病理所見：切除物は拇指頭大で，肉眼的に割面は白
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色充実性の比較的境界明瞭な腫瘤であった。組織学
的に，腫瘍細胞は多角形や紡錘形を示し，ヘマトキ
シリンに好染する小型～中型の細胞が主体で大小の
胞巣を形成する部と腫瘍細胞が索状あるいは小島状
に増殖する部とが観察され，腫瘍全体の８０％以上を
占めていた。腫瘍には，一部小腺管様構造を形成す
る部も認められたが，明らかな篩状構造をとる部は
認められなかった。大きな腫瘍胞巣では，中心部に
壊死がみられる像が観察された（図３）。また明らか
な神経周囲浸潤像や周囲の横紋筋線維間への浸潤が
認められた。以上の所見から，腺様嚢胞癌，基底細
胞腺癌，多型腺癌，唾液腺導管癌を始めとする悪性
唾液腺腫瘍が疑われた。

組織化学染色では，腺腔内に PAS 染色陽性の粘

液様物質が認められ真の腺腔を思わせたが，腫瘍胞
巣内には陽性像を認めなかった。Alcian Blue 染色
では，腫瘍胞巣間の間質に陽性を示した。

免疫組織化学的染色では，腫瘍細胞は上皮細胞
マーカーである CK AE１／AE３にびまん性に陽性，
間葉系細胞マーカーである Vimentin にわずかな陽
性を示した。筋上皮細胞のマーカーとして S１００，
GFAP が部分的に陽性であったが，他の筋上皮細胞
マーカーである α-SMA が陰性であり，基底細胞の
マーカーの p４０には陰性であった。しかし，唾液腺

図１ 肉眼的所見
下顎右側臼後部に１２mm 大の腫瘤を認める。粘膜は健

常粘膜色である。

図２ 造影 MRI 所見
水平断像を示す。脂肪抑制 T１強調像にお

いて，腫瘤は不均一な造影増強効果を認める
（矢頭）。

図３ H-E 染色所見
Ａ）大きな腫瘍胞巣内の形成がみられ，胞巣内部に壊死を認める。Ｂ）小さな腺腔構造の形成を認める。

スケールバー；１００μm。
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導管癌や乳癌のマーカーである GCDFP１５は陰性を
示したが，Her２は一部腫瘍細胞の細胞膜に弱陽性

（１＋）であった。また，癌抑制遺伝子である p５３は
約１０％の腫瘍細胞に陽性，細胞増殖マーカーである
Ki６７は１５～２０％の腫瘍細胞に陽性であり，高値で
あった（表１）。以上より，筋上皮細胞への分化が軽
度な充実型の腺様嚢胞癌と診断した。術後６か月経
過時点では，明らかな局所再発および転移は認めら
れない。

考 察

腺様嚢胞癌は，頭頸部領域に発生する稀な悪性腫
瘍で，発育は緩徐ではあるが局所再発や転移を繰り
返し予後不良な腫瘍である。文献的に本腫瘍は，大
唾液腺に最も頻度が高く発生するが，約１／３以上の
症例は口腔内の小唾液腺に由来すると報告され，小
唾液腺では口蓋腺からの発生例が最も多く，次いで
上唇腺で臼後腺原発のものは極めて少ない１，２，５）。

腫瘍発生の観点では，全小唾液腺腫瘍のうち４２～
５４％が口蓋腺，２１～２２％が上下唇を含む口唇腺，そ
して臼後腺はわずか１～５％の頻度であると報告さ
れている６）。さらに，臼後腺から発生した唾液腺腫
瘍のうち９０％以上が悪性腫瘍であり，粘表皮癌の次
に腺様嚢胞癌が好発するとしている。

１９９３年から２０１７年７月における東京歯科大学水道
橋病院および千葉病院の例では，小唾液腺に原発す
ると考える唾液腺腫瘍は２３０例あり，そのうち１３６例

（５９％）は口蓋腺に発生していた。その中で臼後腺か

ら生じた唾液腺腫瘍は本例も含めて１０例（４％）あ
り，うち９例が悪性腫瘍であった（表２）。発生した
唾液腺腫瘍の組織型としては，粘表皮癌が６例，次
いで本例も含めた腺様嚢胞癌が３例であり，小川ら
の報告と一致する結果であった６）。また，臼後部に
由来する充実型の腺様嚢胞癌は３例のうち本例の１
例のみであった。

組織学的に腺様嚢胞癌は，導管上皮様細胞と腫瘍
性筋上皮／基底細胞様細胞からなる２相性の腫瘍で
ある。２種類の細胞が，篩状型（cribriform type），
管状型（tubular type），充実型（solid type）の増殖パ
ターンを示し，それらが種々の割合で混在する２，７）。
本例では，一部に腺腔構造を認める部もあったが，
大部分は腺腔構造を認めない大小の腫瘍胞巣を形成
する部や索状に増殖する部が占めていた。また大型
の腫瘍胞巣では，胞巣中心部に壊死が認められた。
組織化学染色では，腺腔構造内に PAS 染色が陽性
を示し真の腺腔であることから，腺腔構造部は管
状型と考えられた。本例の免疫組織化学染色の結
果では，腫瘍細胞は筋上皮細胞のマーカーである
αSMA および基底細胞マーカーである p４０には陰
性を示したが，他の筋上皮細胞のマーカーである
S１００，GFAP が一部に陽性を示したため，２相性
の増殖があると考えられた。組織化学染色および免
疫染色の結果より，他の悪性唾液腺腫瘍とは鑑別可
能であり，筋上皮／基底細胞への分化が乏しい充実
型の腺様嚢胞癌として矛盾しないと考えられた８－１０）。

臨床的に腺様嚢胞癌は，緩徐な発育であるもの

表１ 組織化学染色および免疫組織化学染色のまとめ

染色または抗体 目 的 結 果

PAS 上皮性粘液 一部腺腔内に（＋）
Alcian Blue 酸性物質 間質に（＋）

CK AE１/AE３ 上皮細胞 （＋＋）
Vimentin 間葉系細胞 （＋／－）
αSMA 筋上皮細胞 （－）
S１００ 筋上皮細胞，２相性分化 （＋），一部
GFAP 腫瘍性筋上皮細胞 （＋），一部
p４０ 基底細胞 （－）
HER２ 唾液腺導管癌・乳癌 （＋），軽度
GCDFP１５ 唾液腺導管癌・乳癌 （－）
p５３ 癌抑制遺伝子 約１０％に陽性
Ki６７ 細胞増殖 約２０％に陽性

表２ 東京歯科大学水道橋病院および千葉病院における臼後
部に発生した唾液腺腫瘍

臼後部原発を考える唾液腺腫瘍の発生例は１０例あり，
そのうち９例が悪性腫瘍であった。

№ 年 年齢 性別 良悪 診断

１ １９９４ ３７ 女 悪性 粘表皮癌
２ ２００４ ７１ 女 悪性 AdCC，篩状型
３ ２００５ ６０ 男 良性 嚢胞腺腫
４ ２００６ ６５ 女 悪性 粘表皮癌
５ ２００６ ４０ 女 悪性 粘表皮癌
６ ２００７ ７７ 男 悪性 粘表皮癌
７ ２００８ ６７ 女 悪性 AdCC，管状型，篩状型
８ ２００８ ７０ 女 悪性 粘表皮癌
９ ２０１１ ６５ 女 悪性 粘表皮癌

１０ ２０１７
（本例） ５２ 女 悪性 AdCC，充実型
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の，局所再発や転移を起こすことが多く，長期的な
予後は不良とされている１１，１２）。中でも充実型は，分
化度が低いことから悪性度が高い部とされており，
充実性成分が存在していること自体が予後不良と関
係しているとする報告もある１３）。本例では，術後６
か月を経過して明らかな局所再発や転移を認めてい
ないが，長期的な予後の経過を厳重に観察する必要
があると考えられる。

以上，臼後腺に原発した充実型腺様嚢胞癌の１例
を経験したので報告した。腺様嚢胞癌を含めた臼後
部の唾液腺腫瘍は発生頻度が低く，稀な例として病
理学的所見を中心に若干の文献的考察を加えて報告
した。
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A case of adenoid cystic carcinoma arising from the retromolar region

Kei NAKAJIMA１），Hisashi YANO１），Katsutoshi KOKUBUN１）
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Key words : adenoid cystic carcinoma, salivary gland tumor, malignant tumor, minor salivary gland

We report a case of adenoid cystic carcinoma arising from the retromolar region in a ５２-year-old fe-
male，together with a review of the literature． Macroscopically，the surface of the tumor was milky-
solid and relatively clearly separated from the surrounding tissue． Histopathologically，the tumor was
composed of nests of various sizes and proliferating small cell islands or cord-like structures． Immunohis-
tochemically，the tumor cells were focally positive for S-１００and GFAP，and their Ki６７ index was approxi-
mately ２０％． According to these findings，we diagnosed the tumor as an adenoid cystic carcinoma，
solid type． （The Shikwa Gakuho，１１８：２５－２９，２０１８）

歯科学報 Vol．１１８，No．１（２０１８） ２９

― ２９ ―


