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抄録：上顎歯肉癌と下顎歯肉癌は顎骨に近接してい

るという同様の解剖学的特性を持ちながら，臨床像

に差があると考えられる。そこで我々は両者の臨床

病理学的差異について比較，検討をおこなった。対

象は東京歯科大学千葉病院口腔外科を受診し顎骨切

除を施行した１４７例である。Ｔ分類，Ｘ線所見，病

理組織学的所見，頸部リンパ節転移の有無と部位，

累積５年生存率について比較した。結果はＴの増大

と顎骨浸潤に関連性は見られなかった。またＸ線所

見で骨吸収が見られなかったが，病理組織学的所見

で顎骨浸潤しているものが上顎で多かった。また下

顎歯肉癌は上顎歯肉癌に比べ後発転移率が高かった

が，上顎歯肉癌では１例にルビエールリンパ節への

転移を認めた。累積５年生存率は上顎歯肉癌が

８４．８％，下顎歯肉癌が７７．０％であった。以上の観点

から上顎歯肉癌と下顎歯肉癌は部位的特殊性があ

り，異なる治療計画を立てる必要があると考えられ

た。

緒 言

歯肉癌は上下顎の歯肉に生じた癌であり，原発巣

の直下に顎骨が存在しているため，容易に隣接組織

に拡大，進展する特徴を有する。従って，原発巣周

囲の顎骨の状態を詳細に把握する必要がある。この

ためには現在のところ画像診断に頼るところが大き

い。また治療法の立案に際しても顎骨に腫瘍が浸潤

した場合，放射線抵抗性を示す場合が多く，手術単

独療法か化学療法を含めた併用療法を選択せざるを

得ない。口腔は咀嚼，嚥下そして発音などの重要な

役割を担っており，顎骨切除により咀嚼障害，嚥下

障害，発音障害および顔貌の変形をもきたし，術後

の社会復帰に大きく関与している。このため外科的

切除を考慮する場合，顎骨を切除するか否か，ある

いはどの程度の骨切除を必要とするかが常に重要な

問題点となる。従って歯肉癌の治療方針を決定する

ためには，顎骨浸潤の有無あるいは顎骨浸潤の範囲

を詳細に診断する必要がある。現在までに歯肉癌に

関する臨床病理学的研究は数多く報告され，画像診

断や治療法や予後に関して多くの議論がなされてい

る１）～４）。しかしながら上顎歯肉癌（上顎歯肉の原発

癌で明らかな洞性癌をのぞく）と下顎歯肉癌とを比

べた場合，顎骨に近接しているという同様な解剖学

的特性を持ちながら，それぞれの臨床像が異なると

考えられる。したがって上下顎歯肉癌を同一の歯肉

癌として取り扱うことに関しては，幾つかの問題点

があると考えられる。また画像診断に関しては以前

より下顎歯肉癌に関する詳細な報告がみられるもの

の５），６）上顎歯肉癌に関する評価は少ない。また上顎

と下顎ではリンパ流が異なるため，頸部郭清術の適

応や予後に関しても相違点があることが予想され

る。現在まで上顎歯肉癌と下顎歯肉癌について個々

の部位の特性について詳細に記載した論文は数多く

存在し，それぞれの部位的特性は論じられているも

ののこれらを直接比較した論文はみられず，同様の

歯肉癌でありながら，明確な相違点については述べ
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られていない。

以上より我々は，歯肉癌の顎骨浸潤という特性に

ついて上顎歯肉と下顎歯肉に発生した場合の臨床病

理学的な差異について比較検討した。

対象と方法

１．対 象

１９８１年１２月から２００５年３月までの２４年間に東京歯

科大学口腔外科を受診し，顎骨切除を施行した症例

のうち，病理組織学的に扁平上皮癌と診断された一

次症例１４７例を対象とした。内訳は上顎歯肉癌患者

５３例（男性２５例，女性２８例，平均年齢６４．５±１１．０歳）

および下顎歯肉癌患者９４例（男性５５例，女性３９例，

平均年齢６５．６±１０．３歳）である。上顎歯肉癌につい

ては初診時の臨床所見，Ｘ線所見より明らかな洞原

発癌は除外した。また，これらのうち術前治療とし

て上顎で６例，下顎で６例に放射線外照射が施行さ

れており，さらに上顎で４５例，下顎で７６例に硫酸ペ

プロマイシンを平均４０mg前後投与されていた。

２．研究方法

１）Ｔ分類による検討

従来より用いられている UICC によるＴ分類

（１９９７年，以下 UICC 分類とする）７）および，藤林ら

の提唱した，上顎の洞底分類（１９９９年）８）および下顎

管分類（２００４年）９）について評価した。上顎の洞底分

類とはＴ１からＴ３までは UICC 分類と同様である

が，Ｔ４に関しては鼻腔底あるいは上顎洞底におよ

ぶ骨吸収を認めた場合に適応するものである。また

下顎管分類とは，Ｔ１からＴ３は同様であるが，Ｔ

４は下顎管におよぶ骨吸収を認めた場合に適応する

ものとした。

２）Ｘ線所見による顎骨吸収様式の解析（図１）

術前に撮影されたオルソパノラマＸ線写真の所見

から，顎骨吸収様式を判定した。骨吸収の様式は下

顎歯肉癌に対して広く適用されている Swearingen

ら１０）の分類に準じて次の３つに分類した。すなわ

ち，１．辺縁が不規則で，しかも広範な骨破壊像を

示す Moth-eaten type，２．皿状の骨破壊像があ

り，その辺縁が比較的平滑な Pressure type，３．

骨破壊像を認めない Non resorption type の３つで

ある。上下顎歯肉癌に対してこれら３つの分類をお

こない，比較検討した。

図１ オルソパノラマＸ線写真による顎骨吸収様式の分類
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３）病理組織学的所見による顎骨吸収様式の解析

（図２）

切除標本に対して Hematoxylin-Eosin（H-E）染色

をおこない，腫瘍と骨との境界面を観察した。そし

て上下顎ともに以下の３つに分類した。すなわ

ち，１．腫瘍と骨との境界が不明瞭で，境界線は不

整形，不連続，骨梁間への腫瘍の浸潤が著明である

Infiltration type，２．腫瘍と骨との境界が明瞭

で，境界線は平坦，連続的な Erosion type，３．腫

瘍と骨との境界に一層の線維性結合組織が存在し，

腫瘍の浸潤を認めない Non resorption type の３つ

に分類した。さらにＴ分類と病理組織学的分類の比

較，そしてＸ線所見による骨吸収様式と病理組織学

的分類の比較をおこなった。

４）所属リンパ節における病理組織学的転移の様相

対象症例中頸部郭清術を施行したのは，上顎歯肉

癌が５３例中２４例，下顎歯肉癌が９４例中７７例であっ

た。またそのうちわけは，上顎歯肉癌では古典的頸

部郭清術が５例，機能的頸部郭清術が１３例，肩甲舌

骨筋上頸部郭清術が６例であり，下顎歯肉癌では古

典的頸部郭清術が１３例，機能的頸部郭清術が３８例，

肩甲舌骨筋上頸部郭清術が２１例，両側頸部郭清術が

４例であった。また頸部郭清術をおこなった全症例

について所属リンパ節地図を作成し，病理組織学的

転移陽性率を比較検討した。

５）Kaplan-Meier 法による累積５年生存率の検討

術後の経過について Kaplan-Meier 法による累積

５年生存率を算出し，上下顎歯肉癌の間で比較検討

をおこなった。そして Log-rank 検定により統計学

的解析をおこなった。

結 果

１．Ｔ分類による検討（表１）

上顎歯肉癌では UICC 分類で，Ｔ１：６例（１１．３

％），Ｔ２：１９例（３５．８％），Ｔ３：８例（１５．１％），Ｔ

４：２０例（３７．７％）であり，これを洞底分類に直すと，

Ｔ１：６例（１１．３％），Ｔ２：１９例（３５．８％），Ｔ３：

１３例（２４．５％），Ｔ４：１５例（２８．３％）であった。また，

下顎歯肉癌では UICC 分類で，Ｔ１：１０例（１０．６％），

Ｔ２：３３例（３５．１％），Ｔ３：２０例（２１．３％），Ｔ４：

３１例（３３．０％）であり，これを下顎管分類に直すと，

Ｔ１：１０例（１０．６％），Ｔ２：３３例（３５．１％），Ｔ３：

４０例（４２．６％），Ｔ４：１１例（１１．７％）であった。以上

より，UICC 分類でＴ４と評価されていた下顎歯肉

癌症例のうち多くの症例が下顎管分類においてＴ３

と評価された。

２．Ｘ線所見による顎骨吸収様式の解析（表２）

上顎歯肉癌では，Non resorption typeが２２例（４１．５

％），Pressure type が５例（９．４％），Moth-eaten

type が２６例（４９．１％）であった。また，下顎歯肉癌

では，Non resorption type が３０例（３１．９％），Pres-

sure type が１６例（１７．０％），Moth-eaten type が４８

例（５１．１％）であり，上顎歯肉癌と比較し Pressure

type の割合がやや多い結果となった。

図２ 病理組織学的所見による顎骨吸収様式の分類
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３．病理組織学的所見による顎骨吸収様式の解析

（表３）

上顎歯肉癌では，Non resorption typeが２６例（４９．１

％），Erosion type が５例（９．４％），Infiltration type

が２２例（４１．５％）であった。また，下顎歯肉癌では，

Non resorption type が４９例（５２．１％），Erosion type

が１４例（１４．９％），Infiltration type が３１例（３３．０％）

であり，上顎歯肉癌と比較し下顎歯肉癌で Erosion

type の割合がやや多い結果となった。

１）洞底分類，下顎管分類と病理組織学的分類の比

較（表４）

下顎歯肉癌はＴ１からＴ４に進行するに従って，

infiltration typeの割合が増加する傾向にあった。こ

れに対し，上顎歯肉癌はＴ１症例で全例 non re-

sorption type であったものの，Ｔ分類の進行と In-

filtration type の割合に関して一定の傾向はみられ

なかった。さらに上顎歯肉癌と下顎歯肉癌ともにＴ

１あるいはＴ２症例でも Infiltration type であった

り，Ｔ４症例であっても顎骨浸潤を認めないものが

見られ，両者の間に関連性は見られなかった。

２）Ｘ線所見による骨吸収様式と病理組織学的分類

の比較（表５）

上下顎ともにＸ線所見と病理組織学的所見とを比

較したところ，顎骨浸潤様式において多くは同一の

所見が得られていた。しかしＸ線所見が Non re-

sorption type であっても病理組織学的に Infiltra-

tion type であったものが上顎で５例（２２．７％），下

顎で４例（１３．３％）にみられ，必ずしもＸ線所見と一

致しないものもみられた。

４．所属リンパ節における病理組織学的転移の様相

（図３）

上顎歯肉癌の初回転移陽性率は２６．４％（５３例中１４

例），下顎歯肉癌は２８．７％（９４例中２７例）であった。

また上顎歯肉癌の後発転移は１０例（１８．９％），下顎歯

表１ Ｔ分類による検討

表２ オルソパノラマエックス線による顎骨吸収様式の解析 表３ 病理組織学的所見による顎骨吸収様式の解析
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肉癌は２７例（２８．７％）で見られた。初回転位陽性で

あった所属リンパ節ごとの割合では，上顎歯肉癌で

は顎下リンパ節が４０．０％，前頸部リンパ節が５．０％，

上内深頸リンパ節が２２．５％，中内深頸リンパ節が

２５．０％，下内深頸リンパ節が７．５％であった。これ

に対し，下顎歯肉癌では顎下リンパ節が４２．４％，オ

トガイ下リンパ節が４．６％，上内深頸リンパ節が

１９．７％，中内深頸リンパ節が１９．７％，下内深頸リン

パ節が１２．１％であった。また上顎歯肉癌では１例

（２．４％）にルビエールリンパ節への転移が確認され

た。また下顎歯肉癌では１例（１．５％）に耳下腺リン

パ節への転移を認めた。

５．累積５年生存率の検討（図４）

累積５年生存率は上顎歯肉癌で８４．８％，下顎歯肉

癌で７７．０％であった。下顎歯肉癌が上顎歯肉癌に対

して予後不良の傾向があったものの Log-rank 検定

表４ 洞底分類，下顎管分類と病理学的所見の比較

表５ エックス線画像所見と病理学的所見の比較
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では両者の間で統計学的有意差を認めなかった。

考 察

歯肉癌は粘膜の直下に隣接臓器である顎骨が存在

する。このため，顎骨を含めた診断，治療方針につ

いて多くの議論がなされてきた。一般に上顎骨は下

顎骨に比べ骨密度が低く，多孔性であると言わ

れ１１），上方には上顎洞や鼻腔，後方には翼口蓋窩が

存在しているため，隣接組織へ浸潤しやすいことが

考えられる。これに対し，下顎骨の外部は緻密な皮

質骨で作られ，内部は骨梁が交錯し海綿状をなして

いる。さらに下顎管が存在するため，この部まで腫

瘍が達すると近遠心的に進展しやすいことがあげら

れる。このように，上顎と下顎では顎骨の内部構造

や隣接組織が解剖学的に異なるため，顎骨への浸潤

様式や転移経路，予後は同じではないと考えられ

る。そのため上顎と下顎では異なった視点をもって

顎骨浸潤の有無，あるいは顎骨浸潤の範囲について

の詳細な診断が必要となる。すなわち上顎歯肉癌と

下顎歯肉癌では異なる治療方針が立案されることが

考えられる。平賀ら１２）は，下顎歯肉癌の臨床病理組

織学的検討をおこなったところ，下顎骨の切除は一

般にオーバーサージェリーの傾向が強く，区域切除

や半側切除の適応は低く，骨破壊が比較的進行して

いない症例も見られ，下顎骨辺縁切除術の可能な症

例がかなり多かったと述べている。また近年では顎

骨浸潤の指標として，オルソパノラマＸ線写真に加

え，デンタルＸ線写真，スパイラル CT および

MRI による画像診断の有用性についての報告があ

る１３）。これら種々の画像診断の特徴を把握し，Ｔ分

類の判定の参考とする必要がある。

１．Ｔ分類について

歯肉癌に対する UICC 分類の取り扱いは，以前よ

り多くの問題点が指摘され今日に至っている。UI-

CC 分類では，歯肉癌は発生した歯肉粘膜の直下に

顎骨が存在しているため，Ｔ１からＴ３までは腫瘍

の表面的な拡がりで区別し，Ｔ４は隣接組織，すな

わち皮質骨を破り骨髄へ浸潤しているものと定めら

れている。このため顎骨に浸潤をきたしたものは腫

瘍の大きさに関係なく，全てＴ４と診断され，必然

的にＴ４症例が多くなってしまう。したがってＴ分

類が必ずしも癌の進行度を反映している結果とは言

えないと藤林らは指摘しており８），９），洞底分類では

鼻腔底あるいは上顎洞底に腫瘍が浸潤しているもの

を，また下顎管分類では下顎管にまで腫瘍が進展し

ているものをＴ４と定義し，新たな歯肉癌のＴ分類

を提唱している。我々の検索でも，下顎歯肉癌にお

図３ 病理組織学的所属リンパ節転移の様相

図４ 累積５年生生存率
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いて UICC 分類でＴ４と診断されたものの多くがＴ

３と評価された。また診断上 UICC 分類よりも洞底

分類，下顎管分類の方が，Ｔ３，Ｔ４症例の区別が

明らかであるため，より簡便であり，かつ診断精度

も向上すると考えられた。

２．Ｘ線所見による顎骨吸収様式の解析

一般に歯肉癌は，初期にはＸ線学的な変化を示さ

ないが，顎骨に浸潤することにより，早期にＸ線写

真上で骨吸収が見られるようになる。戸塚ら２）は６９

例中５４例（７８．３％），平賀ら１２）は４０例中２５例（６２．５％）

に下顎歯肉癌で顎骨吸収性の変化を認めたと報告し

ている。我々の検索では下顎は９４例中６４例（６８．１％）

に骨吸収像を認め，諸家の報告とほぼ同様の結果で

あった。一方，上顎では骨吸収に関する報告は少な

い。佐々木ら８）は，UICC による上顎歯肉癌のＴ４

率は２９例中２６例（８９．７％）であったと報告している。

我々の結果では５３例中２０例（３７．７％）であり低い頻度

となった。また Pressure typeの割合が上顎で少な

い結果となったが，皮質骨から海綿骨に浸潤する過

程で両者の骨質の差異が影響している可能性が考え

られた。また Moth-eaten typeの頻度については上

顎と下顎ともに約半数を占め，上下顎でＸ線学的な

吸収様式に差は見られなかった。

３．病理組織学的所見による顎骨吸収様式の解析

口腔癌の下顎管内への浸潤経路としては，癌細胞

が皮質骨を吸収，破壊しながら，ハバース管，フォ

ルクマン管，歯根膜腔あるいは下顎管などの間隙や

管を介して浸潤する経路が指摘されている。Mc-

Gregor ら１４）は口腔扁平上皮癌が顎骨吸収様式を In-

filtration type と Pressure type に分けている。今

回はこれに non invasion type を加え３型に分類し

た。上顎歯肉癌は下顎歯肉癌に比べ Erosion type

が少ないのは前項で述べたように上下顎骨の骨質に

よる影響ではないかと考えられた。

洞底分類，下顎管分類と病理組織学的分類を比較

すると，概ねＴ４について妥当な評価が得られてい

るため，本分類法は歯肉癌の評価として適切である

と考えられた。Ｔが大きくなるにつれ病理組織学的

な顎骨浸潤がみとめられているが，画像上Ｔ４と診

断した場合でも浸潤していない症例もみられるた

め，腫瘍が顎骨に浸潤するためには増大するだけで

はなく，別の因子が存在する可能性が示唆された。

柴原ら１５）は，口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤に破骨細胞

性骨吸収が見られることから，破骨細胞関連サイト

カインの発現が関与していると報告している。また

宿主因子の観点から，個体差が関与している可能性

も指摘されている。とりわけ上顎ではＴと浸潤様式

に関連性は見られなかったため，治療方針の立案に

あたり T 分類のみに依存するのは注意する必要が

あると思われた。またＸ線所見としては，最近では

デンタルCTや MRIによる顎骨浸潤や周囲軟組織の

浸潤範囲の特定についてその有用性が示されてい

る１６）。今回Ｘ線所見と病理組織像を比較した結果，

Ｘ線所見で骨吸収像が確認されない場合でも，実際

には病理組織学的には骨への浸潤が認められる症例

が上下顎で少数例存在した。特に上顎での割合が高

く，上顎に関する画像評価に限界が感じられた。

４．所属リンパ節における病理組織学的転移の様相

上顎と下顎ではリンパ流が異なることは良く知ら

れている。特に上顎では頬部から顎下リンパ節に流

入する経路と副咽頭から上内深頸リンパ節に直接流

入する経路も指摘されている１７）。また上顎歯肉癌で

はルビエールリンパ節への転移経路が度々問題に

なっており１８），これにより制御不能と成り得る可能

性がある。今回の調査でも１例にルビエールリンパ

節への転移を認めたが，術後放射線療法により現在

のところ制御されている。また初回転移部位におけ

る我々の調査結果では，上顎は下顎に比べ上内深頸

リンパ節と中内深頸リンパ節の転移率が若干高かっ

たものの，顎下リンパ節に関してはほぼ同率であっ

た。

５．５年累積生存率

上顎歯肉癌の５年累積生存率について中嶋ら１９）は

４０例を 調 査 し６９．０％，楠 川 ら２０）は２２例 を 調 査 し

７９．１％であったと報告している。また下顎歯肉癌に

ついては平賀らは４０例を調査し，６０．１％であったと

報告している。自験例では上顎歯肉癌５３例で

８４．８％，下顎歯肉癌９４例で７７．０％の結果で比較的良

好な結果であった。一般に上顎歯肉癌の予後は口腔

癌の中でも比較的良好といわれている。我々の調査

でも有意ではなかったが，下顎歯肉癌に比べ上顎歯

肉癌の予後が良好である結果となった。しかし上顎

歯肉癌はＴの大きさや画像所見から正確に顎骨吸収

の程度を把握することが比較的難しいことや，ルビ
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エールリンパ節など所属外のリンパ節転移をまれに

認めることから，診断において注意が必要と考えら

れた。

顎骨の浸潤を中心とする腫瘍の広がりや，リンパ

節転移の傾向，さらに予後の違いから，上顎歯肉癌

と下顎歯肉癌を全く同じ歯肉癌と扱うことはできな

いと考えられた。今後それぞれにあった診断，治療

方針の確立が望まれる。

結 語

我々は過去２４年間に東京歯科大学千葉病院口腔外

科を受診した上顎歯肉癌５３例と下顎歯肉癌９４例につ

いて検討をおこない，以下の結果を得た。

１．UICC 分類では，上顎歯肉癌がＴ１：６例，Ｔ

２：１９例，Ｔ３：８例，Ｔ４：２０例で，下顎歯肉

癌がＴ１：１０例，Ｔ２：３３例，Ｔ３：２０例，Ｔ４：

３１例であった。下顎歯肉癌においてＴ４症例の多

くは，下顎管分類においてＴ３と評価された。

２．Ｔが大きくなるにつれ，病理組織学的な顎骨浸

潤が認められる傾向にあるものの，Ｔ４症例で

あっても顎骨浸潤していないものも見られること

から，Ｔの増大が顎骨浸潤の指標とはなり得ず，

特に上顎歯肉癌でその傾向が顕著であった。

３．Ｘ線所見で骨吸収を認めなかったにも関わら

ず，病理組織学的所見では Erosion typeや Infil-

tration typeであったものが，下顎に比べ上顎で

多い傾向が見られた。

４．リンパ節転移部位については，上顎歯肉癌の初

回転移陽性率は２６．４％（５３例中１４例），下顎歯肉癌

は２８．７％（９４例中２７例）であった。また上顎歯肉癌

の後発転移は１０例（１８．９％），下顎歯肉癌は２７例

（２８．７％）で見られた。上顎歯肉癌では１例にルビ

エールリンパ節への転移が認められた。

５．累積５年生存率では上顎歯肉癌が８４．８％，下顎

歯肉癌が７７．０％であった。

本論文の要旨は，第５９回日本口腔科学会総会（２００５年４月２１

日，徳島）において発表した。
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Clinico-Pathological Study Differences Between Upper and Lower Jaw

Gingival Squamous Cell Carcinoma for Bone Invasive Type and Prognosis
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Carcinoma occurring in the gingiva of the upper and the lower jaw contacts to maxilla and mandible．

However，it seems that there are differences in clinical features between the upper and lower jaw gingival

carcinoma． We investigated clinico-pathological findings with gingival carcinoma of the upper and lower

jaw in 147 patients who undergone bone resection．

We compared T classification，X-rays findings，histopathological findings，histologically confirmed

cervical lymph node metastasis and the overall 5-year cumulative survival rate of the upper and lower

jaws． When T value increased for the upper and lower jaw，the ratio of bone invasion unrelated．

Although X-ray finding showed no exact evidence of bone invasion，the invasion could be found histopa-

thologically，and were more often in the upper jaw． The rate of secondary metastasis was higher in

´case of the lower jaw gingival carcinoma，however，one upper jaw patient confirmed Rouviere lymph

node metastasis． With the upper jaw gingival carcinoma，the overall 5-year cumulative survival rate

was 84.8%． With the lower jaw gingival carcinoma，the overall 5-year cumulative survival rate was 77.0

％．

From the view point above，these carcinomas showed locus specificity，we suggest that the treat-

ment plan of gingival carcinoma for the upper and the lower jaw should be different．

（The Shikwa Gakuho，１０７：６９１～６９９，２００７）
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