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近年の高麻化に伴い,悪性腫症の発生叔度も年々増加

の傾向にある｡口腔領域に発生する病変は,可視的に診

断できる特殊性をもつものの,たびたび病理報告による

確定診断に負うことが多い｡また,その組織型も予後を

*本論文の要旨の一部は,第238回東嘉歯科大学学会総
会(平成元年11月19日,千菜)において発表された｡

左右し,早親発見のためにも早期診断が要求される.

しかしながら,口腔領域における病聾学的統計の報告

は恩ったよりすくなく,その症例数も決して多いものと

はいえない｡

そこで,今回我々は病理組織検査からみた東京歯科大

学における口腔領域悪性腫症,特に后平上皮症の病態を

検討する目的で,病聾組織検査の集計を行い,文献的考

察を加えたのでここに報告する｡
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検索対象および方法

年1月から　　年3月までに東京歯科大学病院口

腔外科を受診し,当講座で病理診断(細胞診を含む)を

行った総検体数　　例のうち,悪性腫症と診断された

検体数790例を対象とし,

1 )総検体数中に腫症の占める割合,

2 )悪性塵痘総検体数に対する症例数,

3 )悪性塵症の組織別発生強度

①診断名別頑度, ②癌腫,肉腫,特殊塵症別発生頻度,

③歯原性,非歯原性,唾液腺性別発生頑度,

そして后平上皮癌については下記の項目を検討した｡

4)后平上皮癌の統計

①部位別強度, ②年麻分布, ③性差,について統計学的

な検討を試みた｡

結　　　　　果

1)総検体数中に腫症の占める割合

腫症と診断された検体数は　　　例で総検体数

例の　　　　を占めていた.その内訳は良性腫症

が　　例で総検体数の　　　　悪性腫症が790例で総検

体数の　　であった｡また腫症総検体数中,良性腫症が

悪性腫症が　　　で　　　　の比率であった｡

2 )悪性腫症総検体数に対する症例数

悪性腫症の総検体数790例のうち重複例を除く症例数

は475例であった｡

3 )組織別発産虜度

①診断名別頻度:悪性腫虜の症例数475例中,鼻も多く

発塗したものは后平上皮症343例で,全体の　　　を占

めていた｡また,これらの后平上皮癌のうち上皮内癌3

例,症餐性癌2例,基底細胞癌2例,早斯浸潤症2例お

よび紡鍾編胞癌1例が含まれていたo次いで,粘表皮癌

が27例　　　　腺様牽胞癌が21例　　　　骨肉腫が

11例　　　　悪性リンパ腫が10例　　　　ただし細網

肉腫を含む),腺病が6例　　　　悪性黒色腫が6例

単純癌が4例　　　　悪性多形性腺腫が4例

軟骨肉塵が3例　　　　纏綿肉腫が3例

%),腺房細胞癌が2例　　　　線維肉腫が2例

%),悪性エメナル上皮塵が1例　　　　多形性腺腫内

癌塵が1例　　　　未分化肉腫が1例　　　　血管肉

腫が1例　　　　脂肪内庭が1例,横紋筋肉塵が1例

悪性線維性組織球症が1例　　　　エメナル

上皮線維肉腫が1例　　　　悪性上皮性神経斡鹿が1

例　　　　メルケル細胞塵が1例　　　であった｡ま

た,組織型決定不能例としては,癌塵7例　　　　肉

腫4例　　　および悪性腫症12例　　　が報吾されて

いた｡

②癌腫,肉腫,特殊腫痘別頻度:癌腫,肉腫,特殊腫痘

(造血器性腫癖,メラニン産生性腫症,神経系腫症等),

その他に統合した結果は,癌腫が大半を占め　　例

次いで肉塵が29例　　　　特殊厘症が18例

その他が16例　　　であった(図1)｡

③歯原性,非歯原性,唾液腺別項度:組織型を,歯原性

悪性腫症,非歯原性悪性腫症,唾液腺悪性腫症,その他

に統合した結果は,非歯原性悪性腫症が最も多く

例　　　　唾液腺悪性腫症が60例　　　で,歯原性

悪性塵症は悪性エナメル上皮腫とエナメル上皮線維肉

塵の各1例づっ計2例　　　　その他は23例であった

(図2).

4 )后平上皮症の統計

①后平上皮癌の部位別項度:歯敵が134例　　　　で,

ついで舌が94例　　　　頑粘膜が24例　　　　口腔

底20例　　　　上顎洞15例　　　　口蓋13例

口唇3例　　　　そしてその他の部位が40例

であった｡

②年麻分布･.発生年麻分布は最低22歳から最高89歳で,

その平均は　　歳であった｡年代別頻度では50歳代が86

図1

挿

∈∃内庭
E∃特殊麓症
圏その他
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匠ヨ歯原性
∈∃非歯原性
⊆∃唾液腺
圏その他

図2

例で最も多く,ついで60歳代が81例であった｡

③性差:男女比は,女性112例　　　　男性231例

と,その比率は　　　であった｡

考　　　　　案

1)総検体数について

口腔領域の病理組織診断にもとづく集計は

ら　　　　　　　　　ら

ら　　　　　岡辺ら　　　　高木ら

小守ら　　　　藤本ら　　　などの報告がある0線

検体数に関しては,米圏では口腔領域の病理組織診断は

年には歯学部口腔病理学教室1教室当たりの総検

体数は46件から　　件で平均　　件であるとしている

4)｡また本邦では,東北大学歯学部口腔病理学教室で10

年間に　　件5),東京医科歯科大学歯学部口腔病聾学

教室で6年間に　　件6),徳島大学歯学部口腔病理学

教室で5年間に　　件7),国立名古屋病院歯科口腔外

科で10年間に610件8)などと報吾されている｡本講座で

の総検体数は約23年間で　　件で,口腔外科櫨域の病

理組織診断の動向を知る上で統計学上きわめて意義の深

いものと思われた｡

2)腫症性病変の占める割合について

1125

総検体数中,腫感性病変に関する検体数について,

は総検体数の26%で,良性塵症

%,悪性塵症　　　岡辺ら　　　　は　　　で良性腫

症　　　　悪性塵症　　　高木ら　　　　は

小守ら　　　　は　　　で,良性塵症　　　悪性塵痘

藤本ら　　　　は　　　で,良性腫症

悪性腫症　　であったと報吾している｡本着座では腫

痘総検体数　　例で　　　であり,更に良性塵症

例で　　　　悪性腫症は790例で　　でこれは他の報吾

よりも低い数値を示していた｡

塵痘性病変を検索する上で注意を有する点は,病理診

断が塵症の名称がついていない場合(異型上皮,演症形

成,肉芽組織等々),検索が塵症の対象外となっている

ことで,患者の全既往を詳編に検索することが必兼と思

われる｡また,本講座では近年,エプ-リスに関して塵

痘性エプ-リスは慮症に他ならず,エプーリスの名称を

外すことを提唱し9),その場合,腫房の総検体数は本検

索よりも増えることになる｡

3)検査回数について

1塵痘症例あたりに何回病理検査が行われたかを検索

すると,悪性腫症790例中その症例数は475例で, 1症例

につき約1.7回検査を行ったことになる｡これは他の報

吾よりも少ない数値であるが,前述した通り今回は病裡

診断の基にその集計を行っていることから,腫症の検査

でも診断名によっては今回の検索にはカウントされず,

実腔の検査回数はさらに多いものと思われた.

4 )組織学的発庄頻度について

口腔癌の組織型に后平上皮症の多いことは良く知られ

ていることで,各施設の報吾も同様の結果を示してい

る｡その比率の多いものでは　　例中口腔癌の内135

例　　　　が后平上皮症であるという報吾もある　　最

近の額吾では　　年度の歯科･口腔外科関連109施設の

口腔症　　例中,房平上皮癌は　　例で　　　を占め

ていた　　本院では悪性腫症475例中后平上皮癌は343

例　　　　であり,他の報吾より若干低い数値を示して

いたが,ほぼ同一傾向を有していたO　また,本院では后

平上皮症についで,粘表皮症,腺様嚢胸痛と唾夜腺悪性

腫症が多く発生して,他の報告と同様であったが,その

頻度は逆転しており,ほとんどが腺様嚢胞癌,粘表皮症

の服であった｡また,粘表皮癌と腺房編胞癌については

粘表皮腫や腺房細胞塵として良性の範壇に分けた統計報

吾もあり　　　更に詳編な検討が望まれるが,今回の検

索では予後の点から悪性腫症としての潜在能を有するも

のとして　)　一つの範唾に収めた｡

-　3　-
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肉庭では骨肉腫が11例で最も多く,他は全て全体の

1%以下であったO文献的には,横紋筋肉歴,線絶肉

腫,骨肉腫が多いという報告　や,纏網肉腫が最多で

あるという報告20)などがあるが,欧部肉腫の中で比較的

発生頻度の高い21)横紋筋肉腫が少なく,骨肉腫が最も多

いのは口腔外科領域では顎骨を中心に扱う'からだと福田

ら　　　　は考察しているO　しかしながら肉腫は癌腫に

比べその発生廉度は極めて低く,当院においても癌腫:

肉腫の比率は　　　　　　　で,諸家の報告　で

も同様に低く,全身の肉腫発生慮度と比較してもその絶

対数は少なく,その施設によって報吾にばらつきがある

と患われた｡特殊腫症に関しては,悪性リンパ腫,悪性

黒色腫が多いことはよく知られており　　　年度の歯

科･口腔外科関連109施設の口腔症　　例中悪性リンパ

腔　　悪性黒色腫16例と報吾されている　　しかしな

がら,悪性リンパ塵に関しては細縮肉腫と報告された例

を含め,免疫組織化学的に更に詳しい検索が必要と思わ

れる.歯原性悪性腫症に関しては本院でも2例しかなく

すでに当講座で報告してある　　　転移性腫症に関して

は今回特にその検索対象とはしなかったが,その発生率

は口腔癌中約1 %と報告され,口腔磯城の悪性塵症が転

移巣を形成する例28)よりもはるかに少ないと推察され

る｡

5 )后平上皮症の性差,年麻分布および発生

口腔症が　　歳代の高年麻層に好発し,男性に多く

発生するのは従来の統計　　　　　　　の一致すると

ころであり,本院でも后平上皮症では同様の傾向がみら

れた｡一般には癌年歯といわれるものは　　歳代であ

り,口腔雇は他の悪性腫症よりも高年麻に発生する傾向

があるものの,近年その年代からはずれたいわゆる高斬

者や若壮年者に徐々に増加の傾向が見られるという報吾

もあり　　更に多彩な像を示すと思われる｡

口腔症の発生部位に関しては,人種によりその報吾は

異なった様相を呈しており,欧米では38)口唇に多く,次

いで舌,口底,歯叡などであるが,本邦では舌,歯敵,

上顎洞に多いとされている　　しかしながら,本邦にお

いてもその発生頻度は報吾者あるいは施設により様々で

ある.口腔癌の2大好発部位が舌及び歯敵であることは

全ての報吾の一致したところであるが,最近の話報告を

通覧して歯敵癌の口腔癌に占める割合の差の大きいこと

に気づくと上野　　　は述べているOつまり,歯敵癌

は上野は35%と報吾しているのに対し,薯津ら41)は7.6

%とし,それら歯敵癌の少ない報吾は調査医療機関の特

殊性によるものと推察しているo本院では后平上皮癌に

っいては歯敵癌が舌癌よりも多い傾向を示したが,舌癌

の方が多い報告も多数あり,その違いが歯学部口腔外

料,医学部口腔外科,頭頭部外科,耳鼻科といった施設

の違いによるものであり,検索の統一化が要求される0

6 )后平上皮癌の組織分化度およびその予後について

今回,特に后平上皮癌の組織分化度の詳細な検討は行

わなかったが,標本上角化傾向の認められた症例つまり

高分化型の后平上皮癌が圧倒的に多く観察された｡肺の

腺癌では,分化度と生存曲線は明かな相関を示し,高分

化は予後がよく,それにくらべて低分化は悪くなるとい

う報告があり,分化度が予後園子として重要であること

がわかる｡また,口腔磯城の房平上皮癌患者の予後と組

織学的園子の相関に関しては　　　　等以来数多く

の研究がなされ　　　　臨床所見はもちろん薬剤の感

受性なども加味され　　　病理学的には核DNA量

間薯反応　　　　　　　　　　　　　　　の応

用　　　　　法,増殖綿胞核抗原

および癌抑制遺伝子P -53等の検索

も行われている.しかしながら,実際には様々な園子が

複雑に絡み合い,試験切除生検では全体像の把産が困薬

であり,手術切除標本では治療修飾を受けている場合が

多く,客観的評価には程遠いのが現状である｡

括　　　　　諭

東嘉歯科大学病理学講座において　年1月から

年3月までに病聾組織診断を行った総検体数　　例の

うち,悪性腫症と診断された検体数790例を対象に統計

学的検索を行った｡

1.悪性塵症の症例数は475例で,鼻も多く発生したも

のは后平上皮癌343例で,全体の　　　を占めていた｡

次いで,粘表皮癌が27例,腺様嚢胞癌が21例,骨肉腫が

11例,悪性リンパ塵が10例,腺病が6例,悪性黒色腫

が　　単純癌が4例,悪性多形性腺腫が4例,欧骨肉

腫が3例,編禍肉腫が3例,腺房細胞癌が2例,線椎肉

腫が出札悪性エナメル上皮腫が1軋多形性腺腫内癌

腫が1例,未分化肉腫が1例,血管肉腫が　　脂肪肉

腫が1例,横紋筋肉塵が1例,悪性線維性組織球症が1

例,エナメル上皮線椎肉腫が1例,悪性上皮性神経箱庭

が1例,メルケル細胞腫が1例であった｡また,組織型

決定不能例として,癌塵7例∴肉腫4例および悪性腫症

12例が報告されている｡

2.后平上皮癌における部位別頻度は歯敵が134例,つ

いで舌が94例であった｡

3.后平上皮癌における年齢別発生源度は50歳, 60歳代

-　4　-
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に多く認められ,その平均は　　歳であった.また,男

女比は,女性112例,男性231例と,その比率は

であった｡
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⊃

Surgery and Second Department of Oral and Maxillofacial Surgery, TokyQ

Dental College, Chiba 261,Japan)

･Lq一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､PJ

This report provides a statistical study of 970 cases of malignant tumors diagnosed by the

department of Pathology of the Tokyo Dental College between 1966 and 1989･

Results

Of 475 cases, 343 were squamous Cell carcinoma, 27 were mucoepidermoid carcinoma, 21

ヽ　　Y　　　　　　　, ll wm･　　　　　　　.　　　　一一　　　　　･1-　　　･

adenocarcinoma, 6 were malignant melanoma, 4 were carcinoma simplex, 4 were malignant

pleomorphic aderIOma, 3 were chondrosarcoma, 3 were reticular sarcoma, 2 were aciniccell

carcinoma, 2 were fibrosarcoma, 1 was malig･nant ameloblastoma, 1 was carcinoma in

pleomorphic adenoma, 1 was sarcoma simplex, 1 was hemanglOSarCOma, 1 was liposarcoma,

且　　　　　　　　　　　　　　, 1､　　--

rcoma, 1 was malignant shwannoma, 1 was Merkel cytoma, 7 Were carcinoma, 4 were

sarcoma, and 12 were malignant tumors.
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