
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 下唇に生じた拇指頭大の神経鞘腫の1例

Author(s)
澁井, 武夫; 内山, 健志; 関根, 理予; 大野, 啓介; 村

松, 恭太郎; 渡邊, 章; 中野, 洋子; 松坂, 賢一

Journal 歯科学報, 111(3): 301-306

URL http://hdl.handle.net/10130/2413

Right



抄録：神経鞘腫は schwann 細胞に由来する良性腫
瘍で，その大半は舌に生じ，口唇に生じることは稀
とされている。今回われわれは下唇に生じた拇指頭
大の神経鞘腫の１例を経験した。本例は口唇に生じ
た神経鞘腫では大きいもので，赤唇内のみでなく白
唇部にまで及んでいた。病理組織学的にはAntoni
A 型と Antoni B 型の混在であった。治療は手術療
法が選択されるので術後の醜形が危惧されたが，口
唇の変形も軽度で機能的にも問題はみられず，現在
まで再発も認めていない。

緒 言

神経鞘腫は神経鞘の schwann 細胞に由来する良
性腫瘍で，身体の各部に生ずる。口腔では舌に多く
生じるとされるが，口唇では比較的少ないようであ
る１，２）。

今回，我々は下唇に生じた神経鞘腫としては比較
的大きい拇指頭大の神経鞘腫に遭遇した。本例に対
して，切除手術を行い良好な結果を得た１例を経験
したので，その概要を報告する。

なお，この報告に関しては患者の承諾を得ている。

症 例

患者 ２９歳 男性
初診 ２００４年２月

主訴 下唇の腫脹
既往歴，家族歴 特記すべき事項なし
現病歴 ２００２年頃より下唇の腫瘤を自覚するも，

疼痛がないために放置していた。２００４年２月，花粉
症で内科受診した際に下唇部の腫脹の指摘を受け，
精査を勧められ，２００４年２月，当科を紹介され来院
となった。

現症 下唇中央やや右側寄りに境界明瞭，可動
性，弾性やや硬，無痛性で表面粘膜は健常粘膜
色，３０×１７×２１mm 大の腫瘤を認めた（図１）。下唇
の右側では腫瘤が皮膚赤唇移行部を越え皮膚部まで
触知された。また，頚部リンパ節には触診，画像診
断ともに異常は認めなかった。

MR 所見 下唇中央右側に T1 強調像では低信
号，T2 強調像では高信号の境界明瞭，類円形の病
変を認め，その内部には造影効果が認められ唾液腺
腫瘍が疑われた（図２）。

経過及び処置

臨床，画像所見から良性唾液腺腫瘍を最も疑った
が，悪性である可能性は完全に否定できなかった。
そのため２００４年７月，経鼻挿管全身麻酔下に術中迅
速病理診断を行いつつ，腫瘍切除術を施行した。切
除に際しては，術中迅速病理診断の結果により悪性
であった場合の拡大手術および再建手術を視野に入
れた設計を予め行った。すなわち，腫瘤周囲を含め
て切除した場合に備えて唇弁反転法の設計線を上唇
および下唇に印記しておき，最初の切開線を下唇の
wet line に設定した。腫瘤周囲の切離をすすめたと
ころ病変は被膜に包まれていた。そこで，被膜に沿
い，それを損傷しないよう切離を行なっていったと
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ころ周囲組織との癒着は認められず容易に一塊とし
て切除することができた。術中は，臨床的に良性腫
瘍の確立が高いと想定したが，当初の予定通り術中
迅速病理診断を行った。その結果，悪性所見は認め
られなかったため，赤唇部の軽度の形態修正を行
い，一部埋没縫合後に５-０ナイロン糸にて粘膜と
皮膚結節縫合を行った。

切除物の大きさは２９×２０×１６mm 大，類円形で表
面は滑沢であり硬度は弾性軟であった。割面は淡黄
色，充実性で内部均一であった（図３）。

病理組織所見 本検体は重層扁平上皮に裏装され

た長紡錘形細胞の腫瘍性増殖からなっており，長紡
錘形を呈する腫瘍細胞は結合組織により分葉状を呈
する部もみられ，いわゆる「観兵式様配列」を呈す
る部分が散見され Antoni A 型と B 型の混合型で
あった。また，免疫組織化学染色では S-１００，
Vimentin に陽性を示していた（図４）。以上より，
神経鞘腫と診断した。

術前後の比較 術前と術後４ヶ月の写真を示す。
現在まで再発を認めておらず形態的には下唇中央部
に軽度の陥凹を示すものの患者本人は，ほとんど気
にならず，機能的な障害はほとんど無いとのことで

図１ 初診時

T1 強調像

造影 T1 強調像（脂肪抑制） T2 強調像（脂肪抑制）
図２ MR 画像
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拡大手術を考慮しての設計 切除時

縫合後 切除物（割面）
図３ 手術時

図４ 病理組織像
H-E 染色 免疫組織化学染色（S-100）
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満足している。また，術後に創部の知覚鈍麻が生じ
ていたが，術後４ヶ月程度でほぼ消失しており経過
良好である（図５）。

考 察

神経鞘腫は，有髄神経の分布する身体の各部に生
じる。顎口腔領域では３５．４％と舌に最も多いが，口
唇では８．６％と比較的少ない２）。

本邦における口唇に生じた神経鞘腫は，我々が渉
猟し得た範囲では自験例・会議録を含めて４０件で
あった（表１）。その内訳は男性２３例，女性１７例と男
性にやや多く，年齢分布は５歳から７７歳で平均年齢
は３９．５歳であった。Gallo ら３７）は顎口腔領域に生じ
た神経鞘腫１５７例の文献的調査で「１０代，２０代に多
発し，性差はわずかに女性に多いがその差はほとん
ど無かった」としているが，我々の調査において
は，年齢は平均３９．５歳とやや高く，性差は約３：２
で男性にやや多い傾向であった。上唇と下唇の比較
では上唇２０例，下唇２０例で同数であり，上下唇にお
いての発生頻度には差が無いものと思われた。

また，本腫瘍は発育が緩慢とされ，ほとんどの場
合は無痛性であるために放置されやすく，口腔内以
外では鶏卵大の報告もあるが１），口唇においては，
大きくても３０mm 前後のようであり，最も大きいも
のは朱ら１９）の報告例の３５×２５×２０mm 大であり，自
験例２９×２０×１６mm 大はそれに次ぐものであった。

病理組織学的には，細胞核が棚状もしくは観兵式
様に配列する Antoni A型と配列が不規則で網状型
と呼ばれる Antoni B型，その両者が混在する混合

型とに分類されている。顎口腔領域での頻度として
は A 型が最も多く，次いで混合型が多く，B 型は
最もまれといわれている３４）。本症例は A 型と B 型
の混合型であった。我々が渉猟し得た４０例のうち
Antoni 分類が記載されていたものは３１例であり，
その内訳は A 型１６例（５１．６％），混合型１４例（４５．２
％），B 型１例（３．２％）と同様の結果であった。ま
た，本 症 例 は 免 疫 組 織 化 学 染 色 で は S-１００，
Vimentin に陽性を示しており，Baderca３８）らもその
有用性について報告している。

神経鞘腫の発生には外傷説，内分泌異常，神経系
の異常発育説などが挙げられているが本症例におい
ては外傷の既往も無く，その原因は不明である。由
来神経においては手術中に明らかな神経との連続性
を認めなかったが，術後に下唇の知覚鈍麻を生じて
いたことから三叉神経第Ⅲ枝のオトガイ枝の分枝が
原因ではないかと考えられた。

本論文の要旨は，第３８回日本口腔科学会関東地方部会
（２００４年１１月１３日，東京）において発表した。

図５ 術前・術後
術 前 術後４ヶ月
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混合型２９×２０×１６mm下唇２年男２９自験例２０１１４０

混合型１８×１２×１４mm上唇２０年女４６佐藤ら３６）２０１０３９
混合型２１×２０×１８mm上唇１年女７７鈴木ら３５）２００８３８
Ｂ型１０×１０mm上唇６ヶ月女５９渡辺ら３４）２００４３７
Ａ型７×７mm下唇４～５ヶ月男１３渡辺ら３４）２００４３６
Ａ型３×３×５mm下唇２年７ヶ月男４６加藤ら３３）２００４３５

記載無し１０mm上唇４ヶ月女４８狩野ら３２）２００３３４
Ａ型３×２mm上唇３年男７３内田ら３１）２００３３３

記載無し大豆大上唇不明男２２草間ら３０）２００２３２
Ａ型２５×１３mm ２個上唇２年７ヶ月男２５松本ら２９）２００２３１
Ａ型１０×１０mm上唇１年男２３野村ら２８）２０００３０
Ａ型３×２mm上唇不明女２５佐藤ら２７）２０００２９
Ａ型１０×８×３mm下唇不明男１９辻ら２６）１９９８２８
Ａ型５×３mm上唇２０年男６５鈴木ら２５）１９９８２７

記載無し米粒大下唇２～３年女５７黒瀬ら２４）１９９８２６
Ａ型２５×１５mm上唇不明男３９大森ら２３）１９９６２５

混合型大豆大下唇２年７ヶ月女２２小林ら２２）１９９５２４
混合型８×７mm上唇３年男３７松川ら２１）１９９４２３
Ａ型５×３．５mm上唇６ヶ月女４９田辺ら２０）１９９２２２

混合型３５×２５×２０mm下唇３～４年男７３朱ら１９）１９９２２１
混合型１０×１０×７mm下唇６ヶ月男６０沢木ら１８）１９９２２０
混合型１７×１６×１６mm上唇１年女５６野島ら１７）１９９１１９

記載無し８×８×８mm下唇不明男３３井上ら１６）１９９１１８
Ａ型７×７×６mm上唇１年女７３足立ら１５）１９８９１７

記載無し１４×１４×１２mm下唇２年７ヶ月男４５遠坂ら１４）１９８９１６
混合型１８×１５×７mm下唇５～６年女２３柳澤ら２）１９８８１５
Ａ型１０×８×７mm下唇２年男４０杉山ら１３）１９８８１４

混合型１４×１３×１０mm下唇２ヶ月女６９平尾ら１２）１９８７１３
Ａ型２０×１５×５mm下唇３ヶ月女１９田中ら１１）１９８６１２
Ａ型２３×１２mm上唇１０年女３７田中ら１１）１９８６１１

混合型１４×１２×１２mm下唇２年男４２田中ら１１）１９８６１０
混合型１８×１４×１２mm下唇１８年男２９佐藤ら１０）１９８６９

記載無し小豆大下唇４年男２４柳沢ら９）１９８５８
混合型１５×１５mm上唇不明男４２鈴木ら８）１９８４７
混合型小指頭大下唇２年男８小坂ら７）１９８３６
Ａ型拇指頭大上唇２年女５佐伯ら６）１９８２５

記載無し１７×１５×１０mm上唇１０年女５６中安ら５）１９８０４
Ａ型２mm 大 １０個下唇３年男２８南ら４）１９７１３

記載無し大豆大下唇不明男２４荻野ら３）１９７０２
記載無し示指頭大上唇不明女２０荻野ら３）１９７０１

Antoni 分類大 き さ部位初診までの
期 間性別年齢報 告 者報告年

表１ 本邦報告例
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誌，３１：３２５～３３０，１９８５．

１０） 佐藤泰則，埜口五十雄，安藤俊史，高橋雅幸，葉山 滋，
黒川英人，薄木省三，井出文雄，布施修一郎，神田秀治，
稲葉浩明：下唇にみられた神経鞘腫の１例．日口外誌，
３２：２１４０～２１４３，１９８６．

１１）田中妙子，遠藤盛孝，青木紀昭，藤田浄秀，河内四郎，

１９７１．
５）中安 清，西村彰文，丸尾 充，上田恵一：neurilem-
moma の１例．日皮会誌，９０：５５１，１９８０．

６）佐伯英明，古賀雄二，伊藤 泉，管原光雄：皮膚神経鞘
腫の１例．日皮会誌，９２：５３２，１９８２．

７）小坂一彦，安西未央子，山岡宏海，西村恒一，木村 裕，
片桐正隆：再度の手術を行った小児の下口唇神経鞘腫の一
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８）鈴木信治，鈴木和彦，古賀一郎，河内四郎：口唇に生じ
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３５：３０２０～３０２１，１９８９．

１５） 足立守安，内藤聡一郎，稲本 浩，松下秀典，竹花茂樹，
亀山洋一郎：上唇に発生した神経鞘腫の１例．日口外誌，
３５：１６４６～１６４９，１９８９．

１６）井上温雄，日諸雅人，斉藤 桂，山崎嘉幸：下口唇に生
じた神経鞘腫の１例．口科誌，４０：１１２９，１９９１．
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Schwannoma is a type of benign tumor that is derived from Schwann cells． The majority of cases
occur on the tongue and it is rare for the tumor to develop on the lip． We report a thumb-sized Schwan-
noma that developed on the lower lip of a patient． The Schwannoma on the patient’s lower lip was large
and had invaded not only the red lip area，but also the white lip area． Surgical removal was scheduled
with predicted post-surgical scarring． However，lip deformity was minimal and there has been no recur-
rence． There have also been no apparent problems associated with lip movement．

（The Shikwa Gakuho，１１１：３０１～３０６，２０１１）
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