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緒 言

Spindle cell carcinoma（紡錘細胞癌）は，多様な

紡錘形細胞の肉腫様増殖と明らかな扁平上皮癌の

形態を持ち合わせる，発生組織学上非常にまれな

腫瘍である。近年では，扁平上皮癌の１亜型とし

て認識されており，細胞の形態上，肉腫を始めと

した紡錘形腫瘍との鑑別が困難である。口腔領域

における報告は比較的少なく，本腫瘍を構成する

紡錘形細胞の組織発生，本体については現在も議

論が多い。また，本腫瘍では扁平上皮癌成分は目

立たないことが多く，確定診断には多数の切片を

作成し，扁平上皮癌の組織を見つけることが重要

な因子のひとつと考えられている。今回われわれ

は，診断に苦慮し，多数の切片を作成し免疫組織

化学染色により確定診断を得た，紡錘細胞癌の１

例を経験したので文献的考察を加え報告する。

症 例

患 者 ６０歳，男性

初 診 平成１０年６月２４日

主 訴 左上顎歯肉の腫脹

既往歴 胃癌にて５９歳時に癌センターにて胃全摘

出術施行

家族歴 特記事項なし

現病歴

平成１０年６月上旬頃より左上顎歯肉部の腫脹を

自覚していたが特に症状がなかったため放置して

いた。腫脹，消退をくり返し出血も伴うように

なったため，近歯科医院を受診したところ当科を
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抄 録：紡錘細胞癌は紡錘形細胞を主とする多形性細胞の増殖による肉腫を思わせる像を呈し，口
腔領域では比較的まれな扁平上皮癌である。この腫瘍は皮膚，喉頭，上気道，食道などに発生しポ
リープ状を呈することが多い。本腫瘍の診断において悪性の紡錘形細胞は扁平上皮癌細胞成分に由
来しているため両成分の移行像をみつけることが重要であるとされているが，扁平上皮癌の成分は
目立たないことが多い。そのため，肉腫を始めとした紡錘形腫瘍との鑑別が困難である。我々の症
例は，多数の切片を作成したにも関わらず，通常認められる明らかな扁平上皮癌の成分をみつける
ことが出来ず，Keratin（＋），Vimentin（＋），AE３（＋）、SMA（－），S－１００（－），Desmin（－），EMA
（－），AE１（－），CD３４（－）であることから紡錘細胞癌と診断した。

キーワード：キーワード：紡錘細胞癌，扁平上皮癌成分，免疫組織化学染色
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紹介された。

現 症

全身的所見：体格中等度，やせ型

口腔外所見：顔貌は左側上顎頬部を中心に軽度の

腫脹が認められた。またオトガイ下，顎下および

頚部リンパ節には腫脹は認めなかった。

口腔内所見：左側上顎歯肉部に周囲に硬結を伴う

３０ｍｍ×２８ｍｍの潰瘍を認めた。潰瘍中心部は表

面黄色の隆起を形成していた（写真１）。

画像所見：パノラマＸ線写真では，左側上顎洞部

にＸ線不透過像が認められた。Ｘ線CT像では左

側上顎洞は腫瘤により占拠されていた。上顎洞前

壁，内側壁は腫瘤により菲薄化されているが，破

壊像はみられなかった。また，左側眼下底は右側

に比してやや厚く，反応性の骨硬化像と考えら

れ，経過の長い病変であることが示唆された。中

鼻道への開口部および口蓋側，頭蓋底への浸潤は

認められなかった。腫瘤自体は充実性であった

（写真２）。

病理組織学的検査所見：初診時に潰瘍部後方辺

縁より細胞診を行ったが，良悪の判定が難しくClass

�との報告であった。このため，確定臨床診断を
得るために生検を行った。生検では明らかな重層

扁平上皮は認められず，若干の肉芽組織に連続し

て紡錘形細胞の増殖が認められた。紡錘型細胞は

一部錯綜しており，花むしろ状配列を思わせる部

分もみられたが，巨細胞および硬組織形成は認め

られなかった。悪性腫瘍も考えられるが（写真

３），再検が望まれるとの回答であった。Ｈ１０年

７月２日に入院し，再度生検を潰瘍部頬側辺縁と

上顎洞内より採取した結果，紡錘細胞癌を含め，

悪性線維性組織球腫や肉腫など悪性腫瘍が考えら

れた。

臨床診断：悪性線維性組織球腫

処置および経過：治療は通常の悪性腫瘍に準じ，

Linac 外照射による放射線療法と浅側頭動脈にカ

テーテルを留置しCDDPとフトラフールによる

経動脈的化学療法を先行し，８月７日に全身麻酔

下に腫瘍切除および開洞術を施行した。後療法と

して Linac 外照射をTotal ５８．４Gy行った。化

学療法はCDDP １０mg・フトラフール ２５０mg

を８日間行った。術後に接触痛はあったものの，

放射線療法の副作用は軽度であり経口摂取は可能

であったため，顎補綴を作製した。患者さんの強

い希望もあり８月２２日に退院し外来にて経過観察

を行った。術後経過は良好であったが，平成１１年

５月１９日の経過観察を最後に全身的衰弱により他

院へ入院し多臓器不全にて永眠した。

摘出物病理組織学的所見：すべての検体を標本

として検鏡し，免疫組織化学染色を新たに追加し

図１ 初診時口腔内写真
左側上顎歯肉部に潰瘍性病変を認める

図２ 初診時CT像
左側上顎洞に充満する腫瘍性病変を認める
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た。腫瘍は生検と同様に紡錘形細胞の増殖からな

り，Ｈ－Ｅ染色では明らかな扁平上皮癌の成分を

見いだせなかった。しかし，免疫染色において一

部の腫瘍細胞に Pancytokeratin，AE３が陽性で

あった（写真４－１）。そこで同部のＨ－Ｅ連続切

片を作成したところ上皮細胞が確認された（写真

４－２）。なお，紡錘形細胞はビメンチンに陽性

であり（写真４－３），SMA，S－１００，Desmin，CD

３４は陰性であった。これらの所見より紡錘細胞癌

と診断した。

考 察

紡錘細胞癌は，紡錘形細胞を主とする多形性細

胞の増殖からなり，肉腫を思わせる像を呈する稀

な型の腫瘍である。また，WHOにおいて紡錘細

胞癌は，紡錘細胞成分を伴っている扁平上皮癌に

似たいくつかの要素を持つ癌腫と定義されてい

る。

紡錘細胞癌は，皮膚や上部食道，気道，その他

に生じ，肉眼的にポリープ状の腫瘤を形成してい

写写真真４４‐‐１１，，２２

写写真真４４‐‐３３

図４ 摘出物 病理組織像
（Pancytokeratin，免疫組織化学
染色）図３ 生検病理組織像（Ｈ／Ｅ染色）

明らかな上皮系細胞は認められず，若干の肉芽
組織に連続して紡錘形細胞の増殖が認められた

４－１ 弱拡大（免疫組織学的染色）
一部の腫瘍細胞に Pancytokeratin が陽性で

あった

４－２ 弱拡大（Ｈ／Ｅ染色）
同部の連続Ｈ／Ｅ染色切片で，上皮細胞が確

認された

４－３ 強拡大（免疫組織化学染色）
紡錘形細胞はビメンチンに陽性であった
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ることが少なくない。そのため発見されやすく，

予後は比較的良いとされてきたが，全体を通じる

と予後はかなり不良であり，転移率が３６％，２年

生存率が５５％である１）。

治療は頸部郭清術も併せて行う根治的手術が一

般的だが，放射線療法や化学療法，特に腫瘍領域

の動脈内注入療法が最も優れた効果を発揮すると

されている２）。

口腔粘膜における紡錘細胞癌の発生は極めて稀

で，原発性のものより，一般の扁平上皮癌が放射

線照射や抗腫瘍剤，外傷によって変化した続発性

のものが多いとされている２，３）。本症例は，歯肉お

よび上顎洞へ及んだ巨大な腫瘤である。胃癌の既

往があるため，前医に確認したが，組織型は異

なっていた。また以前の放射線照射や外傷等の既

往歴は認められなかった。Ellis and Corio（１９８０）

によれば，口腔では口唇，舌，歯肉などに好発

し，平均年齢５７歳で男性に優位に発症し，口腔の

本腫瘍５９例（上顎洞２例を含む）のうち下唇２５例，

舌１２例，歯槽堤１１例であった４）。本腫瘍の本態に

ついては未だ完全には明らかにされていないが，

Greeneand Bernier（１９５９）は，下唇の本腫瘍にお

いて紡錘形細胞と表面の上皮との連結を認め，こ

れが扁平上皮に由来する未分化な細胞の増殖であ

るとし５），Sherwin et al（１９６３）は紡錘形細胞は表

層の扁平上皮癌の基底細胞層に由来するが，紡錘

形癌細胞の浸潤とともに肉芽組織の異常な増殖を

伴うものであると述べた６）。また，紡錘形細胞が

扁平上皮の性格を示すことは，電顕的にも観察さ

れている７，８）。このことにより紡錘細胞癌では，悪

性の紡錘形細胞は，上皮性起源であることが証明

され，癌腫の扁平上皮細胞成分に由来していなけ

ればならないとされている。

しかし本腫瘍では，扁平上皮癌成分は目立たな

いことが多く，非上皮性の腫瘍性あるいは反応性

の増殖（Pseudosarcoma）である可能性を考える者

もあり９），肉腫や癌肉腫，あるいは癌腫と肉腫の

衝突腫瘍（Collision tumor）との鑑別も必要であ

る。また，本腫瘍は一般的にポリープを形成し，

その表面は壊死層に被われた潰瘍を形成するとい

われ，そのため潰瘍面からの生検を行った場合，

診断に苦慮することが少なくない１，１０）。本症例に

おいても，生検時には臨床診断に至らなかった。

紡錘形細胞癌の診断は，紡錘形細胞と上皮細胞と

の間に移行像認められる，すなわち紡錘形細胞は

上皮由来であることを証明しなければならない。

本症例においては上皮細胞との明らかな連続性は

確認できなかったが今回診断において免疫組織化

学染色で使用した抗体と陽陰性所見の結果，間質

細胞骨格マーカーであるビメンチンと，極一部で

あるが上皮細胞骨格マーカーの Pancytokera-

tin，AE３に陽性所見を示した。これによって上

皮由来と考えられ，紡錘細胞癌と診断した。

近年の培養系癌細胞では，上皮細胞が３次元的

な極性を喪失した場合間葉系細胞にもビメンチン

の発現が認められ，また生体内でも同様に悪性上

皮細胞が変質してケラチンを喪失し，細胞骨格蛋

白としてビメンチンを獲得することが報告されて

いる１１）。そのため，ビメンチンの染色が増強され

ケラチンの染色が減少したと考えられる３，１２，１３）。

この種の疾患の確定診断には連続切片を作成

し，免疫組織化学染色などを用いて慎重に行うこ

とが重要と考えられる。また本腫瘍の特徴から再

発しやすいことなどがあげられ，今後とも綿密に

治療方針を立てていく予定である。
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A case of spindle cell carcinoma that proved difficult to diagnose
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Spindle cell carcinoma is relatively rare in the oral cavity. It is characterized by both sarcomatoid

proliferation of pleomorphic spindle－shaped cells and squamous cell carcinoma. This tumor can occur in

such tissues as the skin, larynx, respiratory tract and esophagus, and often presents polypoid growth. the

squamous cell carcinoma element, if present, is often in conspicuous. However, it is important to find the

swichover figure of both elements because spindle－shaped malignant cells may have originated in the

squamous cell carcinoma element of the tumor. Therefore, discrimination of a spindle－shaped tumor origi-

nating from sarcoma is difficult. We treated a patient with this tumor in the maxilla, but although we made

a large number of slices, we did not find a recognize clear squamous cell component, and diagnosed spin-

dle cell carcinoma through Keratin（＋）, AE３（＋）, Vimentin（＋）, SMA（－）, S－１００（－）, Desmin（－）, EMA

（－）, AE１（－）, CD３４（－）in immunohistochemical staining.

（The Shikwa Gakuho，１０３：６２５～６２９，２００３）
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