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原　　　　著

三次元画像再構築による舌后平上皮癌の進展形態に関する研究

-腫症の進展形態と内舌筋の走行方向との関連-

伊　藤　博　樹　　野　間　弘　康　　高　木　多加志

東京歯科大学口腔外科学第一講座

(主任:野間弘康教授)

月10月5日受付)

年11月6 Ej受理)

抄　録:舌側縁部原発后平上皮癌の腫痘宿主境界部における連続標本をコンピュータグラフィクス

による三次元再構築画像として視覚化し,腫痕の組織学的な浸潤様式と内舌筋の走行方向との関連

性について検討した｡

腫痕の舌筋層への進展様式は,腫痘胞巣が問質を伴い,　魂となって筋線維束を圧迫しながら進

展するタイプ　　　　　腫症が索状の小胞巣を形成,あるいは腫痘細胞が月包巣を形成せずにび漫

性に筋線稚束の間隙に浸潤するタイプ　　　　　腫痕が筋線維束の中に浸潤するタイプ

の3つの様式が観察されたO

は,腫慶の進展形態と内舌筋の走行方向には関連性が認められなかった｡この

は浸潤様式2型, 3型において認められ,浸潤性のヨ射､腫癌の進展の傾向であると考えられたO

は,腫症が筋線維東の走行方向と同方向に進展していた｡この　　　　は,浸潤様式4

C型, 4 D型において認められ,浸潤性の強い腫症の進展の傾向であると考えられた.

は,腫痘組胞と問質とで小塊をなす部分が,筋線維束の中で筋線経の走行方向と同方向

に進展していた｡この　　　　は,浸潤様式4 D型において認められ,浸潤性の強さとの関連性が

示唆された｡

舌癌の切除範囲の設定に際しては　　　　　は腫痘周囲に安全域を均等にとれば良いと考えら

れ　　　　　　　　　は舌筋の走行方向に沿った進展形態をとっていることを配慮し,その方向の

安全域は大きめにとったほうが良いと考えられた｡

キーワード:后乎上皮癌,進展形態,舌筋,三次元画像

緒　　　　　旨

lj腔癌の義も確実な治療法は,切除手術であ

る｡しかし,口腔は発音,唱噛,嘆下などの役割

を担う器官であり,腫痕を完全に切除すると同時

に隣接する健常組織の切除範囲を可及的に少なく

して,口腔が本来有する形態と機能が温存できる

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学口腔外科学第一講座　高木多加志

ような治療が行われるべきである｡そのために

は,腫症の進展範囲,すなわち発育先端の位置を

より正確に把握することが重要となる｡

腫疫の進展範囲は,触診によって知り得る硬結

の範囲や臨床視診型から,ある程度の予測は可能

であるト4)｡また,触診できない深部について

は, CTやMRIなどの画像診断を併用すること

で,ある程度の情幸財ミ得られるようになってきて

はいる｡しかしながら,同じ后平上皮癌でも発育
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形式には膨張性発育からびまん性浸潤発育まで

種々の形式がある｡さらに,口腔の組織構造は部

位によって大きく異なっており,これに応じて腫

症の進展形態や深達度も大きく違ってくる｡この

ため発育先端の位置を　確に把握することは困柴

を極める　　ところが,口腔癌の切除範囲の設

定に際しては,成書には約　　　の安全域を取れ

ばよいとされている7･8)のみで,臨床の場では術

者の経験のみに報っているのが現状である｡

后平上皮癌は,その浸潤性の違いにより多様

な進展形態をとる｡これについては

ら　　　　　　ら10)が浸潤様式を1-4型に分類

し,山本･小浜ら1ト13)は4型をさらに純分化して

5種の浸潤様式が存在するとしている　　　　骨

組織においては糖蜜骨質は腫症の浸潤に対して,

ある程度の防壁にはなるが海綿骨質中での腫痕の

浸潤は速く,さらに筋組織中では筋線経の走行方

向によって浸潤速度が異なるというように,后平

L皮癌の進展形態は浸潤する部位の組織構造にも

大きな影響を受けることも経験的に知られてい

る｡それにもかかわらず,この組織構造の違いに

よる進展形態の特巽性についての研究は見あたら

ない｡

著者らは,口腔后車上皮癌の中でも発生頻度の

最も高い舌癌を対象として,この点を追求するこ

とにした｡舌を構成する内舌筋は,上縦舌筋,横

舌筋,下縦舌筋,垂直舌筋からなり,それらが交

錆して走行し,舌の部位により,走行状態に特異

性がある　　　そのため,舌癌の進展形態の特異

性の解明には腫痕の進展と舌筋の走行状態との関

連性の検索が必要となる｡さらに,舌筋は舌組織

の中で立体的に複雑な走行をしているため,腫症

と舌筋との関連も三次元的に解析する必要があ

るo　そこで著者らは,吉辰平上皮癌の中でも特に

発生塵度の高い舌縁部原発癌について切除物の腫

痘宿主境界都における連続標本をコンビュ-タグ

ラフィクスによる三次元構築画像として視覚化

し,腫痕の進展形態と舌筋の走行方向との関係に

ついて検索した｡

対　　　　　象

当講座で加療した舌縁部に原発した后平上皮癌

1次症例のうち,切除物の腫痘宿主境界部を連続

標本として観察することが可能であった症例のう

ちから,山本･小浜分類12)による浸潤様式2型:

2例, 3型･. 2例, 4C型: 2イ　　　型: 2例

の計8例である(表　　　｡

研　究　方　法

1.標本作製方法

切除標本を10%中性緩衝ホルマリン溶液に浸漬

固定し,腫痕の中心部から前後方向の腫痘宿主境

界部に向かって約3mm幅の連続した前額断ブ

ロックを作製した｡ついで,切り出したブロック

の割断面を腫痘中心部のブロックから前方および

後方のブロックに向かって肉眼的に観察してゆ

き,前後方向,左右方向および上下方向の腫痘宿

主境界部を含んでいるブロック,すなわち腫痘中

心側割断面において肉眼的に腫虞の舌筋層への浸

潤が認められ,かつブロック割断面の上下左右方

向に腫痕宿主境界部が含まれ,腫痕辺縁側割断面

においては肉眼的に腫痕の舌筋層への浸潤が認め

られないブロックを選択した｡

また,本研究に用いたシステムの制約(総且点

数の制限)から,切除標本の全割面を用いた三次

元画像を作製すると画像の解像度が低下し,腫症

の進展形態と舌筋の走行方向との関係を詳細に表

示できないため, 1枚の標本の中で三次元画像再

構築に使用する範囲は約5 × 5mmの範囲に制限

し,前後方向,左右方向および上下方向の腫症宿

主境界部を全て含む部位を観察対象とした｡さら

に,三次元再構築画像表示の際,透過法を使って

も観察できる範囲に限界があり,舌筋線維東の幅

径を考慮した上で,切片間隔を　　　として,辛

連続標本は40枚程度とした｡

標本は,三次元画像再構築に使用すると同時に

組織像を観察するために,厚さ4 pmの薄切切片

を作成し,ヘマトキシリン･エオジン重染色(以

下H ･ E染色と略す)を行った(図1)｡
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2.三次元再構築画像の作成

正常な舌筋,および吉辰乎上皮癌の切除郭の連

続標本を用いて,それぞれの標本について舌筋線

維束の輪郭線ならびに腫痕の進展範E#jをトレース

した図を原画像として用いた｡それらを三次元画

像再構築システムに入力し,各スライスの輪郭線

を接続して三次元画像を作成した(図2 )｡

1)二次元画像再構築システム

木研究に使用した三次元画像再構築システム

は,画像処理装置　　　　　　　日本アビオニ

クス社製)と制衝用パーソナルコンピュータPC

日本電気社製),および三次元画像の

表示用にはエンジニアリング･ワークステーショ

ン　　　　　東芝社製)である｡

画像処理ソフトウェアは, ｢

｣(日本アビオニクス社製),三次

元画像再構築ソフトウエアは｢TRI｣(ラトック

システム社製)を使用した｡これらは,イーサ

ネットを用いてネットワークで接続し,データの

転送を行った｡

2 )三次元画像最構築の手服

(1)トレース図の作製

標本上で前途のごとく指定した観察部位をカ

ラ　　　　　　　カメラで,画像処理装　に入力

した｡そしてその画像をプリントアウトし,その

1121

プリントで腫痘実薯,舌筋線維束の輪郭線をト

レースした｡

各トレース図を作成する際の位置合わせの蓋準

は,上皮表層面を用いた(図　　　｡

(2)輪郭線接続ファイルの作製

トレース図を入力用タブレットより二次元画像

再構築システムに入力し,各スライスの輪郭線を

接続した輪郭線接続ファイルを作製した(図5)｡

(3)表示色の指定

腫症の画像と舌筋の画像とを明瞭に区別が可能

なように腫痕は縁色で表示し,舌筋は赤色で表示

した｡

(4)観察(視点)方向の設定

図の如く舌を斜め前上方から観察する角度とし

た(図　　　｡

(5)三次元画像の表示

輪郭線接続ファイルより三次元画像再構築を行

い,前途の視点方向で表示した｡その際,三次元

画像上で腫症の進展範囲と舌筋の画像が重なった

ところで二者を同時に観察するために,観察部位

に応じてどちらかを半透明表示した(図

4.観察方法

染色標本の観察

H ･ E染色標本を用いて,上縦舌筋,横舌筋,

下縦舌筋,垂直舌筋のうち,どれが存在するかを

図1　標本作成方法

ブロックの切り出しと選択
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図2　三次元画像再構築方法

確認し,舌筋の走行状態とそこへの腫痕の進展の

様相を観察したo進展形態と舌筋の走行状態三次

元画像によりそれらがどのように表示されるかを

観察した｡

2)三次元画像による観察

三次元画像により腫症の進展形態と舌筋の走行

状態について観察し,腫慶の進展形態と舌筋の走

行方向との関連性について検討した｡

結　　　　　果

1.正常舌族の走行状態

H ･ E標本で組織像を観察すると下縦舌筋線維

束の横断面と横舌筋線維束の縦断面が観察された

(図　　三次元画像では筋線碓亮が様々な方向に

交錯し走行しているのが認められた(図

下縦舌筋の走行のみを二次元画像として表示し

てみると,下縦舌筋は前後方向にほぼ平行に走行

しているのが認められた(図　　また,横舌筋の

みを表示してみると横舌筋は,ほぼ左右方向に走

26

行しているのが認められた(図

2.塵痘進展形態と舌筋の走行方向との関係

腫症の舌筋層-の進展様式としては,腫痘胞巣

が問質を伴って　塊となって舌筋繊維束を圧迫し

ながら進展するタイプ　　　　と略す),腫症が

索状の小抱巣を形成して,あるいは腫痘縮胞が胞

巣を形成せずにび漫性に舌筋線維束の間隙に浸潤

するタイプ　　　　と略す),腫痕が舌筋線維束

の中に浸潤するタイプ　　　　と略す)の3つの

様式が観察されたo

腫痘胞巣が問質を伴い,一塊と

なって舌筋線維束を圧迫しながら進展するタイプ

浸潤様式2型)

H ･ E染色組織像では上縦舌筋線維束の横断面

と横舌筋線維束の縦断面が観察された｡また,角

化の強い腫症胞巣が舌筋層に接近しているのが認

められた｡腫症と覇層の間には線維化の嘉射､結合

組織性の間賛層が認められ,軽度の炎症性轟田胞浸

潤が認められた(図21)｡三次元画像では,腫虞胞
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巣はその周囲の問質層によって舌筋線維束が圧迫

され,横舌筋線維東は走行方向に変化が生じてい

た(図22)｡

浸潤様式2型)

H ･ E染色組織像では∴F縦舌筋線維束の横断

面と横舌筋線維束の縦断面が観察された｡また角

化の強い腫劇包巣が境界線に軽度の乱れを生じな

がらも一塊として舌筋層に接近しているのが認め

られ,魔症と筋層の間には線維化の弱い結合組織

性の問質層が認められ,その筋層側では中等度の

単核細胞浸潤が認められた(図23)｡三次元画像で

は腫痘胞巣は内向性の皿状発育として認められ

た｡腫痘胞巣によって舌箭線維束は圧迫され,下

縦舌麓繊維束は走行方向に変化が塗じていた(図

24)0

- 3 (浸潤様式3型)

H ･ E染色組織像では下縦舌筋線維束の横断面

と横舌筋線維束の縦断面が観案された｡腫痘胞巣

は結合組織性の問質の中に散在していて,この問

質が舌筋層に接しているのが認められた｡この問

質の中には軽度の単核編胞浸潤が認められた(図

25)｡三次元画像では腫痘胞巣を含む問質が舌筋

線維束を圧迫するように進展しているのが認めら

れた(図

浸潤様式3型)

H ･ E染色組織像では上縦舌筋線維束の横断

面と横舌第線維東の縦断面が観察された｡腫痘

胞巣は結合組織性の問質の中に散在していてこ

の間嚢が舌筋層に接しているのが認められた｡

この問質の中には単核純胞浸潤はほとんど認め

られなかった(図27)｡三次元画像では腫症胞巣

を含む問嚢が舌筋線稚束を圧迫するように進展し

ているのが認められた｡腫痕の進展範囲内の一部

に少数残存した舌筋線維束は腫症の発育に伴って

圧迫され,琴曲しているものが認められた(図

:魔症が索状の小胞巣を形成,ある

いは腫慶細胞が胞巣を形成せずにび漫性に舌筋

線維束の間隙に浸潤するタイプ

浸潤様式4 C型)

H ･ E染色組織像では上縦舌筋線維束の横断面

-　27
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と横舌筋線維東の縦断面が観察された｡また,秦

状の腫痕胞巣が結合組織性の問質を伴って筋層に

浸潤しているのが認められた｡問質には単核細胞

浸潤はほとんど認められなかった(図29)｡三次元

画像では腫症の進展範囲内に上縦舌筋線維束,横

舌筋線維束がともに多数残存している像として認

められた｡またその残存した舌筋線維束には腫症

の圧迫による走行方法の変化は認められなかった

(図　　　｡

浸潤様式4 C型)

H ･ E染色組織像では上縦舌筋線維束の横断面

と横舌筋線維束の縦断面が観察された｡また,数

個の索状の腫痘胞巣が結合組織性の問質をとも

なって小塊をなし,様々な部位の舌筋線維束の間

隙に散在しているのが認められたO問質には軽度

の単核細胞浸潤が認められた(図32)｡二次元画像

では索状胞巣と問質とで占める範囲が筋層中に無

秩序に散在している像として認められた(図33)｡

またその中で比較的多くの索状胞巣と問寛とで小

塊をなす部分は上縦舌筋の走行方向と同方向に進

展しているのが認められた(図　　　　また全体

として上縦舌筋線維束,横舌筋線維束ともに腫痕

の圧迫による走行方向の変化はほとんど認められ

なかった(図33)｡

浸潤様式4 D型)

H ･ E染色組織像では下縦舌筋線維束の横断面

と横舌筋線維束の縦断面が観察された｡また腫癌

細胞が胞巣を形成せずに周囲の結合組織性の問質

をともなって様々な部位の舌筋線維束の間隙にび

漫性に浸潤しているのが認められた｡問質には軽

度の単核細胞浸潤が見られた(図　　三次元画像

では腫症細胞と間寛とで小塊をなす部分が舌筋層

中に無秩序に散在している像として認められた｡

また,卜縦舌筋線維束,横舌筋線維束ともに腫痕

の進展にともなう走行方向の変化は認められな

かった(図37)｡

- 4(浸潤様式4D型)

H ･ E染色組織像では上縦舌筋線維束の横断

面と横舌筋線碓束の縦断面が観察された｡また

と同じく腫症細胞が胞巣を形成せず
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に結合組織性の問質を伴って様々な部位の舌筋線

維束の間隙に散在しているのが認められた｡問質

には軽度の単核細胞浸潤が認められた(図　　三

次元画像では　　　一3と同じくその浸潤範囲

が無秩序に舌筑層内に広がっている像として認め

られた(図39)｡また比較的多くの腫廃嫡胞と問質

とで小塊をなす部分は上縦舌筋の走行方向と同方

向に進展しているのが認められた(図　　　　上

縦舌筋線維東,横舌筋線維東ともに腫症の進展に

伴う走行方向の変化は認められなかった(図39)｡

:腫痕が舌筋線維束の中に浸潤する

タイプ(浸潤様式4 D型)

H ･ E染色組織像では舌筋線維束の中に腫痘糸田

胞が問質を伴って浸潤しているのが認められた

(図42)｡同部位について三次元画像で観察する

と,腫癌細胞と問質とで小塊をなす部分は舌筋線

維束の中で舌筋線経と同方向に伸びているのが認

められた(図　　　｡

考　　　　　察

1.三次元的視覚化について

形態学的視覚化について

形態学的研究において,三次元的な視覚化手

法は,二次元的な平面の組織像から術者や研究

者が頭の中で構築し,把握していた生体の立体

的イメージを三次元画像として表示することで

あり,それによって実体をより正確に把捉する

ことが可能となる解析方法である18)｡従来より

三次元的な視覚化の試みは,トレ-ス紙19)やゴム

仮20)を積み重ねて描写する括画法が用いられてき

たが,最近ではコンピュータグラフィクスによる

三次元画像再構築技術を応用することで,より複

雑な構造を構築することができ,さらに画像を観察

しやすいように様々に加工することができるため,

より多くの情報を得ることが可能となってきた｡

コンビュ-タグラフィクスによる三次元画像構

築21)は頭部を代表とする身体各部における画像診

断や,外科領域での手術シュミレーションなどで

応用範囲が広く　　その有用性が認められてい

る｡また,病理形態学の分野における連続標本を

用いた月重痘性愛病の進展形態の研究としては,乳

癌の乳管内進展に関する研究23)胆管癌の管内進展

に問する研究24)などがあるが,口腔領域において

は大根らの行った舌　　　　　　　　　　　の構

造異型の検索25)以外にはみられない｡

本研究で使用したシステム26)は,連続標本の1

枚1枚について観察した構造物を輪郭線として描

写し,その輪郭線を接続して三次元画像を再構築

する,いわゆるサーフェイスレンダリングという

手法を用いている｡同システムを用いた研究とし

ては,前途の乳癌に関する報舎23)がある｡本手法

の特徴は,複雑な構造を構築できる点と,画像を

加⊥して観察対象物を半透明化することが可能と

なる点であり,複数の構造物の位置関係を同時に

観案することが容易となる｡本研究においても腫

痕の進展の様相と舌筋線維東の走行の画像が重

なっている部分を同時に観察することができた｡

しかしながら,問題点も多く,その一つは数十-枚

もの切片像より輪郭線をコンピュータに入力する

際の煩雑さである27'｡画像処理による自動入力に

は限界があり,木研究においても手作業での入力

を行った｡今後,コンピュータによる画像認識技

術が進歩し,システム全体の性能が向上すれば,

手作業に廃る部分が少なくてすむようになるもの

と考えられる｡また,画像診断の分野で既に広く

使われているボリューム･レンダリングの手法を

用いたシステムの至場により,これらの入力操作

が簡便にかっ能率的に行える様になれば,より容

易に検索することが可能となると考えられる｡第

二の問題点は,完全な連続切片が作製され,完全

な位置合わせがなされればよいが,ある程度の歪

み,ずれが生じてしまう点である27)｡本研究にお

いてもやはりこの歪み,ずれによって作製した三

次元画像の輪郭表面がやや滑沢さを欠くという結

果を招いた｡しかし本研究の主眼である魔症の進

展形態と舌筋の走行方法の関連性の検索という目

的は充分に達せられたと思われる｡

2.月重症の進展形態と舌筋の走行方向との関係

今井28)は,舌癌の癌実質の発育型を肥大発育

型,延伸発育型,族出発育型に分類し,井上29)は

28　-I
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肥大発育型においては腫痘胞巣が舌薪線維東を圧

迫すると述べている｡これは,木研究における

の所見と-致する｡　　　は,腫痘胞巣

が内向性の半球状,皿状の形態で,腫症抱巣と問

質が一塊となって舌前線維東を圧迫し,押し退け

るように進展しているのが認められた｡これは腫

痕の進展形態と舌筋の走行方向に関連性が無いこ

とを示している｡

また,井上2のは族出発育型では族出胞巣が舌筋

線維束の間隙に浸潤すると述べているが,これは

本研究における　　　　の所見と一一二致する｡まず

では腫痕の進展範囲内に上縦舌筋線

維束,横舌筋線維束が多数残存している像として

認められたo　これは腫痕が様々な方向の舌筋線維

束の間隊に無秩序に浸潤することを示している｡

さらに　　　　　　　　　　　では腫痕が舌箭層

中に無秩序に浸潤している像として認められ,こ

れらについても腫痕が様々な方向の舌筋線維束の

間隊に無秩序に浸潤していることが示された｡こ

の舌筋線維束の間隙に腫痕が浸潤するということ

は,腫痕が舌筋線維束の間隙の結合組織中の脈管

の走行に沿って進展しているとも考えられる｡ま

た,一般に癌の浸潤に対して基底月英を始めとする

細胞外マトリックスが強固な隔壁となるとされて

いる30)が,この場合,筋膜が同様に隔壁としての

作用を有しているのではないかと考えられた｡さ

らに　　　　　　　　においては,腫痕が舌筋層

中に無秩序に浸潤している中で, --部に腫症が上

縦舌筋の走行方向と同方向に進展しているのも認

められたo　これは腫痕が舌筋線維束の間隙に無秩

序に進展していく中で上縦舌筋の筋線維束がさら

に束ねられている部位では,その間隊に浸潤した

ためにこのような形態をとったと考えられる｡そ

こで横舌麓の筋線碓束が密に束ねられている部位

ではその走行方向と同方向に腫痕が進展している

ことが予想されるが,これを示す所見は今回の研

究では認められなかった｡この　　　　は,浸潤

様式4C型, 4D型において認められ,浸潤性の

強い腫慶の進展の傾向であると考えられた｡

では,舌筋線碓束の中に腫症細胞が浸

29
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潤し,腫症と問質とで小塊をなす部分が舌筋線碓

束の中で舌筋線経の走行方向と同方向に進展して

いるのが認められた｡これは,腫症が筋膜を破

壊して舌筋線碓東の中に榎大したことを示して

いる｡この点に関しては,癌の浸潤性が強くな

るにしたがって基底膜の破壊,消失が著しくな

るとの報吾があるが3上　　筋膜に対しても同様な

破壊の機序が働いている可能性があると考えられ

た｡また,舌筋線維束の中に浸潤した腫痕が今度

は舌筋線維束の間隙に浸潤したために,このよう

な形態をとったと考えられた｡この　　　は浸

潤様式4 D型において認められ,浸潤性の強さと

の関連性が示唆されるが,これについてはさらな

る検索が必要であると思われる｡

したがって,三次元的な角射斤と組織学的な産潤

様式の関連から,深部切除範囲の設定に際しては

については川口ら4)が行ったような腫痘

径からの深達度の予測を参考にし,安全域は腫痕

周囲に均等にとればよいと考えられた｡しかし,

については基本的には無秩序な進展形態

を考慮して,切除範囲を考える必要があり,さら

に前後方向の腫痘宿主境界部で舌背部に近く上縦

古着の走行が密な部位や舌下面に近く下縦舌筋の

走行が密な部位においては,腫痕がそれらの走行

方向に沿った進展形態をとっていることを考慮に

入れ,その方向には安全域を大きめにとる必要が

あると考えられた｡

3.臨床的立場から見た腫痕の進展形態と舌筋の

走行方向との関係に関する検索の必要性

舌癌の切除範囲を設定する際に考えなければな

らないことは,腫症の広がりが立体的であるとい

うことである｡第-には,粘膜表層の水平的な切

除範囲についてであり,触診所見や臨床視診型を

ある程度の指標とすることができ,実際の手術で

は術中迅速病理診断などを利用して異型上皮の広

がり具合を診断することで,ほぼ正確に設定する

ことが可能である｡第二には,深部の切除範囲に

ついてであるが,本研究の結果に示されるごとく

浸潤性の強い舌癌は基本的には舌筋層中の細部に

無秩序に浸潤するため触診所見や画像診断は有力
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な指標とはなり得ないということである｡さら

に,舌筋層中の切除断端における術中迅速病理診

断も粘膜表層におけるそれに比して正確な判定が

困難であり,腫症の舌筋層における進展範囲を

確に予測する新たな手段が確立されることが望ま

しい｡

本研究のような二次元表示を利用した腫症の進

展形態と舌筋の走行方向との関係に関する検索

は,進展範囲を予測する手段のII-つとして有用と

思われた｡

結　　　　　論

舌縁部に原発する　平上皮癌の切除物の腫痘宿

主境界部における連続標本をコンピュータグラ

フィクスによる三次元再構築画像として視覚化

し,浸潤様式の異なるさまざまな庫痕の進展形態

とその進展する部位での内舌筋の走行方向との関

連性について検討し,以下の結論を得た｡

1.腫虞の舌筋層への進展様式としては,腫症胞

巣が問質を伴って-塊となって舌筋線維束を圧迫

しながら進展するタイプ　　　　　腫症が索状

の小胞巣を形成,あるいは腫痘細胞が胞巣を形成

せずにび漫性に舌筋線維束の間隙に浸潤するタイ

プ　　　　　腫痕が舌筋線維束の中に浸潤する

タイプ　　　　の3つの様式が観察された｡

は,腫症の進展形態と舌筋の走行方

向に関連性が認められなかった｡この　　　　は

浸潤様式2型, 3型において認められ,浸潤性の

弱い腫症の進展の傾向であると考えられたO

は,腫症が舌筋線稚束の間隙に無秩

序に浸潤し,一部で上縦舌筋の走行方向と同方向

に進展していた｡この　　　　は,浸潤様式4C

=型, 4 D型において認められ,浸潤性の強い腫痕

の進展の傾向であると考えられた｡

は,腫痘細胞と問質とで小塊をなす

部分が,舌筋線維束の中で舌筋線経の走行方向と

同方向に進展していた｡この　　　　は浸潤様式

4 D型において認められ,浸潤性の強さと関連性

が示唆された｡

5.舌癌の切除範囲の設定に際して　　　　は

-　30

腫症周囲に安全域を均等にとればよいと考えら

れ　　　　　　　　　は舌筋の走行方向に沿った

進展形態をとっていることを考慮し,その方向に

はおおきめの安全域をとったほうがよいと考えら

れた｡

6.三次元的視覚化による腫痕の進展形態と内舌

筋の走行方向との関連性に関する検索は腫痕の進展

範囲を予測する手段として有用であると思われた｡
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Abstract

We examined the relation between the patholog･lCal mode of invasion and the direction of

intrinsic ling･ual muscle about the tongue squamous cell carcinoma using computer visualized

three dimensional reconstruction.

The tumors invaded into the lingual muscular tunics in three modes : invasion of the tumor

alveolar structure with interstitial tissues, which presses MFF (muscular fibrous fascicles) ;

typel, diffuse invasion into the pores of the MFF with or without the funicular ; typc2, and the

invasion of the tumor into MFF ; typc3.

Typel progress mode showed no relation between tumor progress f`orm and intrinsiclingual

muscle direction. Thcsc were observed in the type2 and 3 mode of invasion, which indicates that

tumors with mild invasion.
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the same direction of the superficial lingual muscle. These were observed in the 4C and 4D

mode of invasion, which indicates that tumors with severe invasion.

Type3 progress mode indicated that small masses consisting of the tumor cells and inter-

stitial tissues progressed in the same direction of the muscular fibers in MFF･ These were

observed in 4D mode of invasion. Thissuggests a relation to invasion intcnslty.

An examination of the excision area showed that a uniform safety zone around the tumor

would be necessary for typel. For type2 and 3, a wider safety zone in the direction of the lingual

muscle would be necessary because the tumor tends to progress in the direction.

(The Shikwa Gahuho, 99 : 1119-]135, 1999)
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三l欠元画像再構築  

図a プリントアウトした画像  
園4 輪郭線のトレース  
図5 輪郭線接続ファイルを作成し，輪郭線の重ね合わせ表示を行った像  
図16 表示色を指定し．表示角度を設定し．三次元画像表示を行った像   
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図19  

正常舌癌線維束の垂行状態  
図20  
・1 ‾▼．‾  

図6 標本採取部位および観察角度  
囲1丁 H－E染色組織俊（×100）  
図18 三次元画像（下磯舌筋緑椎束i   

⑧横舌筋線維束  －．ト．■11‾  

図1g 三次元画像（下維舌筋線維束の各表示）  
園20 三次元画像（掛杏筋線維素のみ表示）  

図21  

Typel－1（浸潤様式2型）  
困7 模本採取部位および観蕪角  

度  
図21‡王－E染色範絨俊（×10の  
園22 三次元画像，①腫瘍拍巣，   

⑧圧迫され，走行方向に変化  
が生じた検舌筋線維束  

ー 苫4－→   
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トコ  度  
図25 H一耳染色組穐俊（×100）  
囲26 三狭両車種，鱒鹿島胞巣，   

⑧圧迫きれた下擬音筋線維東  

＋   
図26  

－35－   
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囲27  

Typ¢1－4（浸潤様式3型）  
図1り 標本採取部位および観察角  

度  
医27 E－E染珊瑚  

図31  

でype2－1（浸潤様式4C塾）  

図11療本採取部位および観察角度  
囲29 H－E染色組織像（×100）  
囲30 三次元画像（全体像），①舌筋層に浸潤する腫瘍．②腫瘍進展範   

囲内に残存する上縦舌筋線維束，③腫瘍進異物内に残存する瞳  
舌筋線維束  

国31三次元画像（拡大像）．①腫瘍進展範鹿内に残存する上純音筋線   
維乗，②腫瘍進展範潮内に残存する横舌筋線維束  

一粥－   
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図33  図34  

Type2－2（浸潤様式4C型）  
囲1写 榛東採轍および観察角度  
国華宰 甘丁寧津榊埠（X岬）  
郎8三挺率鱒肇舜細．柵に郷凝隋敏㈱ 
囲封き酪潜像（鵬が上綾香筋ぬ走行方向と同方向に進臆しだい畠溺故の抽朗軌   

拶姉囁た綴舌筋靭素  
幽 三次義画癒（聯が上紺青妨の走行方向と同方向に進展している都他の拡大魚）】   

㈱．＠＿ヒ縦舌筋線維束  

Type2－3（浸潤様式4D型）  
囲13 模本採取部位および観察角  

度  
囲36Ⅰ】－E染色組織像（×100）  
図37 三次元画像，①舌筋層に浸   

潤する腫瘍，②舌筋層  

－37－  
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Type2－4（浸潤様式4D型）  
図14標本採取部位および観察角度  

’‾  

図38 H－E染色組織像（×100）  
1．．． 図39 三次元画像（全体像），①舌筋層に浸潤する腫嬉，⑳舌筋届  
囲40 三次元画像（腫瘍が上様舌筋の走行方向と同方向に進展している部位の抽出像）   

①腫瘍．②上縦舌筋線維束  
図41三次元画像（腫瘍が上縦舌筋の走行方向と同方向に進展している部位の拡大魚）  

①腫瘍，②上磯舌筋線維束  

∵知仁一   
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■ ■  
図44  

Type8（浸潤様式4上）型）  

図15 積木採取部位および観察角度  
図42 H－E染色組織像（×100）  
図43 三次元画像（腫瘍が舌筋線維束の中に浸潤している部位の抽出   

像），①舌筋線維束の中に浸潤する鹿級⑳上擦舌筋線維束  
図44 三次元画像（腫瘍が舌筋線維東の中に浸潤している部位の拡大   

像），①舌筋線維束の中に浸潤する腫瘍．⑧上磯舌筋線維束，   
⑧本来の舌筋線維束の外形  

一39－  




