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緒 言

エナメル上皮腫は下顎大臼歯部から下顎枝部に

好発する上皮性歯原性腫瘍で，単純エックス線写

真の典型的所見としては多胞性の嚢胞様透過像が

広く知られている。また，病理組織学的所見とし

ては，濾胞型，叢状型，有棘細胞型，角質形成

型，顆粒細胞型，基底細胞型，そして明細胞型が知

られている１～５）。１９８４年に，Eversole ら６）は，従来の

エナメル上皮腫とは異なった所見を呈した３症例

を“間質増生を伴ったエナメル上皮腫（Ameloblas-

toma with desmoplasia）の呼称で報告している。

しかし，１９９２年のWHOの分類７）においては，濾

胞型エナメル上皮腫の亜型として“Desmoplastic

ameloblastoma”という用語が記述されている。

この種のエナメル上皮腫は，前歯部から小臼歯部

に好発し，線維骨病変に類似した画像所見を呈す

るといわれているが，その報告例は相対的に少な

く，画像所見においてはさらなる variation の増
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加が予想される。

ここでは，左側下顎犬歯部から小臼歯部に発生

し，画像所見上で線維骨病変と孤立性の歯原性嚢

胞とが併発したことを疑わせたエナメル上皮腫の

一例を報告する。併せて，両者の関係を明確にす

るための画像所見についても検討した。

症 例

患者は３５歳女性で，左側下顎臼歯部の腫脹を主

訴として来院した。２年ほど前に左側下顎小臼歯

部の腫脹を自覚したが，軽度であったために放置

していたところ増大傾向を来したため紹介により

来院した。喘息，アレルギー性鼻炎の既往があっ

たが，家族歴に特記すべき事項はなかった。ま

た，初診時の口腔外所見にも特記すべき事項はな

かった。口腔内所見としては左側下顎犬歯部から

第二小臼歯部にかけて拇指頭大の無痛性かつ健常

粘膜で被覆された境界明瞭な骨様硬の膨隆が認め

られた。犬歯ならびに第一，第二小臼歯に打診痛

および動揺は認められなかった。また知覚麻痺も

認められられなかった。

臨床所見より腫瘍性病変が疑われたため，各種

画像検査が順次実施された。口内法エックス線写

真にて左側下顎犬歯遠心部から第二小臼歯部にか

けて，大きさ約３０×４０mmの比較的境界明瞭な不

透過性病変が認められた。病変部は，透過像と不

透過像の混在したＸ線像を呈し，とくに第二小臼

歯根尖部直下には混在病変部に隣接した大きさ約

２０×３０mmの嚢胞様透過像が認められた。第一小

臼歯は歯の傾斜を示すものの，う蝕，歯根の吸収

はみられず，歯髄処置を施したと思われる所見も

なかった。第二小臼歯の根管充填材は歯根尖１／３

付近まで充填されており，これより根尖側では脱

落していた。根尖付近には脱落した根管充填材を

思わせる構造物が認められ，根管は充填材脱落部

より根尖に向かってフレアー状に拡大していた。

Ａ 初診時の口内法エックス線写真

Ｂ 初診時の咬合法エックス線写真

図１
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図２ 初診時のパノラマエックス線写真

Ａ

図３ CT軸位断像
Ｂ

Ａ：Ｔ１強調像
Ｂ：Ｔ２強調像
Ｃ：Gd－DTPA
Ｔ１強調像；混在病変部と嚢胞

様部周縁の造影効果が認め
られ，両者は連続像を呈し
ている（矢印）。

Ｃ

図４ MR像
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当該歯の歯根膜腔と嚢胞様透過像は鋭角的に連続

していた（図１Ａ）。咬合法写真においては細かい

針状の骨梁様像を伴った頬舌的な膨隆が認めら

れ，その一部で皮質骨の欠損が認められた（図１

Ｂ）。パノラマエックス線写真では，口内法エッ

クス線写真や咬合法エックス線写真と同様の所見

が認められるのみで他に特記すべき所見は認めら

れなかった（図２）。造影CT画像においても大小

さまざまな嚢胞様像を伴った透過像と不透過像の

混在が認められた。図３で示したCT軸位断像の

三領域のCT値を計測したところ�部，�部の
CT値は１５０H. U.前後の値を呈し，�部では２０H.
U.で嚢胞を思わせる値を呈した。この時点での画

像診断は，線維骨病変と孤立性の歯原性嚢胞の併

発を疑った。両者の関係を明確にするために，更

なる質的診断を目的として磁気共鳴映像法（MR）

（スピンエコー法）を施行した。単純Ｘ線写真上で

混在病変部として認められた領域は不定形の構造

を呈し，周囲との境界は不明瞭であった。後方の

嚢胞様病変部は境界明瞭であったが，明らかな被

膜様構造物は認められなかった。病変内部の信号

強度は混在病変部では３７０／２３（TR／TE）のＴ１

強調画像ならびに３３００／９３のＴ２強調画像上で筋

肉と同程度であった（図４Ａ，Ｂ）。これに対して

嚢胞様部ではＴ２強調画像上で明らかな高信号を

呈していた。さらにGd－DTPA経静脈造影を併

用したＴ１強調画像を獲得した（図４Ｃ）。

術前に混在病変部頬側最大膨隆部より病理生検

が施行され，“間質増生型エナメル上皮腫”の結

果が得られた。その後，下顎骨区域切除術が施行

された。図５は切除物とその３Ｄ再構成画像であ

る。さらに切除物の切片標本より詳細な病理組織

学的検査を施行した。腫瘍本体部において，エナ

メル上皮細胞に類似した，好塩基性を示す高円柱

状や多角形，あるいは紡錘形の歯原性上皮様細胞

が散見された。これらは，充実性胞巣，あるいは

大小の嚢胞を形成しながら，浸潤性に増殖してい

るのが観察された。胞巣中心部にはエナメル随様

細胞や実質嚢胞，あるいは角質球の形成を認め，辺

縁部では好塩基性の高円柱状細胞が密に配列して

いた。腫瘍細胞は強い浸潤傾向を示しており，顎

骨骨梁の破壊収縮が顕著であった。それに伴い，

Ａ

Ｂ

図５ 切除物（A）と３Ｄ再構成画像（B）
切除物は骨様硬で大きさ約２０×３０mmの膨隆部を伴っている。
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骨梁間の骨髄腔は大半が腫瘍細胞に置換されてい

た。本腫瘍は浸潤傾向の強い濾胞型の部分が多く

を占めていたが，周囲間質に著しい膠原線維の増

生を伴った，いわゆる“Desmoplastic ameloblas-

toma”の形態を示す部分も広範囲に観察された

（図６Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）。切除物の病理組織診断は

エナメル上皮腫であった。

切除後の経過は順調で，現在に至るまで明らか

な著変は認められていない。

考 察

エナメル上皮腫は腫瘍の実質がエナメル器に類

似した主に顎骨内に発生する歯原性良性腫瘍であ

る。発育は緩慢で顎骨を広範囲に侵すことが多

い。しかしながらしばしば再発を来し，稀に悪性

化を見ることから臨床的には準悪性腫瘍として処

置される。本腫瘍は歯原性腫瘍の１０％前後を占め

る比較的発生頻度の高い腫瘍で，性差はないが年

齢的には３０～４０歳代で発症するものが多い１）。病

理組織学的にはエナメル器に似た実質と結合組織

Ｂ

下左５

下左６

Ａ

Ｃ

図６ 切除物の病理組織像
（Ａ：×１０，Ｈ－Ｅ染色；Ｂ，Ｃ：×１００，Ｈ－Ｅ染色，Ｄ：×２００，Ｈ－Ｅ染色）
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性の基質からなる腫瘍で，典型的な例では実質の

周辺部にエナメル芽細胞に類似した一層の立方状

ないし円柱状の細胞が配列し，その内方には星状

細胞があり，エナメル髄に似た所見を呈する１）。

Ｘ線学的には，８０％以上が下顎に認められ，その

うち３／４は下顎角部を中心とした大臼歯部や下顎

枝部である１）。その典型所見は，一般的に多胞性

の嚢胞様透過像であるが，間質の増生傾向が著し

いエナメル上皮腫では，良性の線維骨病変に類似

した透過・不透過の混在像として認められる。こ

の種のエナメル上皮腫は，前歯から小臼歯部で発

見されることが多いが，その頻度は極めて低

い８）。本症例の場合は，左側下顎前歯部から小臼

歯部に発現し，しかも混在性の画像所見を呈した

ことから線維骨病変を第一選択として疑った。し

かし，明らかな嚢胞様所見が失活した第二小臼歯

根尖部直下に連続して認められたこと，また，混

在部との関係が不明だったために，この病変が線

維骨病変と歯根嚢胞との併発なのか，それとも単

一な腫瘍疾患（Desmoplastic ameloblastoma の特

徴を持ったエナメル上皮腫）なのかが論議の焦点

となった。

本症例では，切除物の３Ｄ再構成画像と病理像

との比較（図５Ｂ，図６Ａ，Ｂ，Ｃ）からわかるよ

うに，犬歯，第一小臼歯部領域では，骨梁への腫

瘍細胞浸潤が顕著であった。本来の線維骨病変の

典型的病理所見は線維芽細胞の存在下に認められ

る不規則な骨質もしくはセメント質の増生とされ

ている９）。両者とも単純エックス線写真上では透

過像と不透過像の混在像として認められるが，こ

れは，骨梁と増生した骨質，上皮性腫瘍胞巣と非

上皮性腫瘍胞巣との識別解像力がなく，また破壊

吸収された骨梁と不規則に増生した骨質とがエッ

クス線画像上判別困難になるためである。した

がって画像所見上からは，線維骨病変に類似した

ものと推定することになる。混在病変部における

不透過像の混在は，腫瘍胞巣が膨張することに

よって骨髄腔壁（腫瘍隔壁とみなすべきもの）が局

所的に密になった状態に対応していると考えられ

る。一方，単純エックス線写真上の混在病変部と

第二小臼歯部に顕著に認められた嚢胞様部との境

界域については以下のように考えられる。切除物

の病理強拡大像（図６Ｂ）において，本領域は連続

性のある腫瘍間質を共有している。つまり，両者

が互いに別個の疾患ではないことが裏付けられて

いる。しかし，単純エックス線画像およびエック

ス線CT画像ではこれを実証する積極的な所見は

得られなかった。このことは，Ｔ１およびＴ２強

調画像においても同じであった。これに対してGd

－DTPA造影・Ｔ１強調MR画像では混在部か

ら嚢胞部に連なる中程度の信号が認められている

（図４C）。これは造影剤による造影効果で，切除

物の病理中拡大像との比較において，本所見が腫

瘍間質に対応していることを裏付ている。従っ

て，Gd－DTPA造影・Ｔ１強調MR画像は，犬

歯部の混在領域と第二小臼歯部の嚢胞性病変とが

異種疾患ではなく，一塊の腫瘍性病変（Desmo-

plastic ameloblastoma の特徴を持ったエナメル

上皮腫）であることを強く印象付けた最も重要な

所見といえる。

間質増生型エナメル上皮腫（Desmoplastic amelo-

blastoma）は，１９８４年にEversole ら６）によって初

めて報告された。当時は，“Desmoplastic amelo-

blastoma”としての独立した用語はなく，“Amelo-

balastoma with desmoplasia”の呼称が使われて

いる。これは，病理組織学的所見，画像所見なら

びにその好発部位が従来のエナメル上皮腫とは明

らかに異なるという特徴をもっている。病理組織

Ｄ
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学的所見の特徴は，歯原性上皮からなる小さな腫

瘍胞巣を呈し，エナメル芽細胞への分化の欠落，

さらには膠原線維が豊富かつ密な間質の存在であ

る。１９８７年には，エナメル上皮腫の一連の検索を

進めていたWaldron ら８）もこのタイプの１４症例を

報告し，以後多くの著者らによる報告があ

る１０～１９）。しかし，現在でこそ“Desmoplastic amelo-

blastoma”の呼称が一般的になっているものの，

この種の疾患はKramer ら７）によって記載された

WHOの分類では，濾胞型エナメル上皮腫の亜型

として扱われている。嚢胞所見が病巣の半分を占

めているような症例は我々の検索では金子ら１６）の

１例しかなく，しかも，今回の症例のように失活

歯根尖との連続性を伴っている場合，濾胞型の亜

型と診断することは難しいと思われる。

そこでこれまでに“Desmoplastic ameloblas-

toma”について発表された文献のうち，２種類

以上の画像検査が用いられ，かつ画像所見の記載

されているもの９症例と自験例の画像所見につい

て詳細に比較検討した。

Kawai et al１８）の報告を除いた８症例１０～１７）では，

単純エックス線およびCT所見において“radiolu-

cent”および“radiopaque”という単語が頻出し

ていた。このことは「細粒状ないし雲絮状」，「骨

梁様の highdensity 像」，“soap bubble”ならび

に“fibro－osseous－like”などの語句の使用と

同様に透過像と不透過像の混在を特徴とした本症

例が，Desmoplastic ameloblastoma の画像所見

に酷似していたことを支持するものである。

Fukushima et al１５）はMR所見についても言及し

てはいるが，Ｔ２強調像のみであった。これに対

して自験例ではThompson et al１４）の報告と同様

に，Ｔ１強調，Ｔ２強調ならびにGd－DTPA造

影Ｔ１強調像に触れており，MR所見が記載され

た２例目の報告として有意義であると考える。

エナメル上皮腫の発生母地としては，エナメル

器および歯堤，歯原性嚢胞とくに濾胞性歯嚢胞の

上皮，マラッセの上皮遺残などが考えられてい

る。発生因子に関しては外傷性あるいは炎症性の

慢性刺激などが挙げられているが，まだ定かでは

ない２０）。Waldron et al８）は間質増生型エナメル上

皮腫が濾胞型または叢状型のエナメル上皮腫と近

接して認められるものを“hybrid”lesion と名付

けて報告している。本症例についても混在病変部

と嚢胞部との混合病変，すなわち hybrid lesion

であるという見方は否定できない。Philipsen et

al１９）は，hybrid lesion について，従来のエナメル

上皮腫から間質増生型が発生するのか，また間質

増生型から従来型のエナメル上皮腫が発生するの

かを断言するのは時期尚早であり，現在では“col-

lision tumor”とみなすべきであると述べてい

る。本症例を hybrid lesion とみなすか collision

tumor とみなすかはともかく，骨髄腔内に残存し

た歯原性上皮から発生したものであることはこれ

までの所見より明らかである。しかしながら一度

発生したエナメル上皮腫の分化の詳細については

さらなる症例の追加および検討が必要と思われ

る。

結 論

エックス線所見で孤立性の嚢胞性疾患および線

維骨病変との併発を思わせたエナメル上皮腫の一

例を経験した。症例は下顎犬歯部から小臼歯部に

発生したもので，単純エックス線所見では透過像

と不透過像の混在部と嚢胞様像部から成り立って

いた。混在病変と嚢胞病変の関連性の見極めは

CT所見では困難だったがMR所見で可能であっ

た。
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