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はじめに

急速にすすむ高齢化の中，口腔がんが増加してい
る。これは喫煙や飲酒と関係なく，加齢変化に伴う
と思われる高齢者の口腔がんが増えていると換言で
きる。今後，一般歯科診療所において，高齢者の口
腔がんに遭遇する機会は更に増えるであろう。この
際，進行したがんの診断は臨床的にも容易である。
ところが，硬結の無い浅いびらんであったり，拭い取
れそうな程の白斑であったり，初期の口腔がんや前
癌病変を視診と触診のみで診断することは容易では
ない。本稿の目的は，この前癌病変から初期の口腔
がんへと移行する病変に関して，一般歯科診療所の
先生方の理解の一助となることを目的としている。

まず歯科医師は，このような口腔粘膜の変化を積
極的に診断していく必要がある。歯周病は，「歯周
組織に起こるすべての疾患をいう。ただし，歯髄疾
患の結果として起こる根尖性歯周炎，口内炎などの
粘膜疾患，および歯周組織を破壊する新生物は含ま
ない」と定義されている１）。除外診断の上に成り立
つ歯周病を診断するには，粘膜疾患，殊に口腔がん
の診断が行なえなければならない。

さて，ここで用語を一度，確認したい。“口腔が

ん”とは口腔領域に発生する悪性疾患を総称した名
称である。今回の内容は，扁平上皮癌とその前癌病
変の病態に関する内容であるため，以後“がん”の表
記は，“癌”と統一する。

上皮性異形成とは？

表題にある口腔上皮性異形成（以下，上皮性異形
成とする）とは健常粘膜と扁平上皮癌の中間的な性
格を持つ上皮と，考えることができる。「将来，癌
になる可能性が高い上皮」と認識される必要がある
口腔粘膜疾患である。口腔の扁平上皮癌は健常粘膜
から直接発生する経路と，この上皮性異形成を経て
癌化する経路が考えられてきた２）。白板症といった
前癌病変では，この上皮性異形成の病態を取るもの
もあり，その１０～２０％は癌化することが知られてい
る３）。このような点からも，口腔の扁平上皮癌は健
常な粘膜から上皮性異形成へと変化し，さらに扁平
上皮癌へと経時的に発癌していくものが多いであろ
うと考える。このため上皮性異形成の取り扱いは，
臨床において重要である。前述した“診断すること
が容易でない”とした病変が，この上皮性異形成の
段階であることも少なくない。

一方，この「将来，癌になる可能性が高い上皮」
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の取り扱いや診断に関しては，未だ明確な指針が専
門の学会からも出されていない。国内に目を向ける
と２０１０年に刊行された「口腔癌取扱い規約」の一部
に，その内容が触れられている４）。ここでは，口腔
の上皮性異形成を，炎症などによる反応性の病変と
の鑑別が困難な境界病変と定義している。その上
で，扁平上皮癌へ進展する病変を，「口腔上皮内腫
瘍」という用語を新たに用いた。ところが実際に，
この「口腔癌取扱い規約」の関連記載箇所の下りに
は「～病理診断基準に変革が起こっていることを認
識し，各施設ごとに臨床と病理の間で意思の疎通を
図ることが必要である」と記載されている４）。すな
わち，新しい用語やどの定義よりも，診断を行なう
病理医と臨床の現場にいる治療医が，この「将来，
癌になる可能性が高い上皮」という病態に対して，
共通の物差しを持っていることが重要である。

本稿は，一般歯科診療所の現場で対応している歯
科医師のための内容でありたい。このため「定義は
ともかく，その粘膜は，癌化するのか？」という
simple な問いの答えになることが，さらに重要と
考える。そこで本稿で扱う上皮性異形成は，従来ど
おりの腫瘍性病変としての解釈である「将来，癌に
なる可能性が高い上皮」としておく。

２次医療機関では，上皮性異形成は
どのように取扱われてきたか

上皮性異形成の治療方針は，これが癌化する可能
性を持つという患者への説明から始まる。残念なが
ら現時点では，その癌化率を数字で提示することは
できない。そこで経過観察は一つの方策とされる
が，癌化を待つことになる。切除はもう一つの重要
な選択肢となる。癌化前に行なわれれば，侵襲が少
なく，術後の機能障害も少ない。また，切除された
病変を詳細に病理診断できることは，その病態を把
握する上で大きな利点である。

しかし今そこにある病変が切除される状態にある
のか，すなわち高い癌になる可能性を持っていて，
患者が十分に理解した上で切除術を受ける状態であ
るかを診断することは，また容易ではない。組織検
査は一つの方策とする考えもある。しかし一部の組
織検査は，一部を診ているに過ぎない。検査されな
い他の部位に，既に“癌”があるかもしれない。そこ

で我々は，このような粘膜の変化を持った上皮で，
“癌になり易い”ものはどのような性格を持つのか，
検討を行なってきた。

発がんラットの周囲に広がる上皮性異形成

“癌になり易い”性格をもった上皮性異形成の検討
をすすめることになったが，大きな問題が一つあっ
た。検討するためには，病変を採取する必要がある
が，採取されてしまっては，果たして癌化したかは
神のみぞ知る。また癌化した病変の過去の生検材料
は，正確には癌化した部位を表現していない。

そこで最も，癌化する性格を持っているであろう
部位は“癌”に隣接した上皮と考えた。Okazaki ら
は５），4 nitroquinoline 1-oxide で発がんさせたラッ
トの舌６）を対象とすることにした。この発がんラッ
トの舌はほぼ１００％癌化する。ここでみられる上皮
性異形成は，さらに“癌になり易い”性格をもった上
皮性異形といえる。そして図１のように，変化のな
い部分と上皮性異形成，癌の部分が同時に観察でき
る試料を対象として，各部位を比較検討した。

各種のタンパクは上皮性異形成の段階で
既に変化が起きていた

図１のような発癌ラットの試料を用い，発癌に関
連した各種のタンパク質の変化を観察した。このう
ち癌において最も高頻度で異常がみられる癌抑制遺
伝子の p５３は，上皮性異形成の段階から高い発現を
示していた５）。また隣接する癌の部分と同一の遺伝
子の変異がみられるものもあり，p５３の関与が考え

図１ 一標本上に，“癌”と“上皮性異形成”と“変化のない
上皮”が同時に観察される。このような資料を採取
し，検討を行った。
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られた。また β-catenin は細胞接着に関係すること
で知られるが，細胞の増殖にも関連し，その際に細
胞膜から核へ発現する部位が変化する。この β-
catenin の核での特異な発現が，上皮性異形成の段
階で高い頻度でみられた。また細胞の増殖の指標と
なる Ki６７の発現も上皮性異形成の段階から高いも
のとなっていた７）。

一方，上皮細胞の細胞骨格を構成するタンパクの
サイトケラチン（以下，CK と略す）が早期扁平上皮
癌の病理組織学的な診断で利用されはじめている。
この CK にはいくつかの種類があるが，CK１３と
CK１４は変化のない部分，上皮性異形成，癌の部分
と病態が進むにつれて発現が減弱してみられ，CK
１７と CK１９では逆に発現が増強する傾向にあっ
た８）。この結果を実際のヒトの組織でも，図２と同
じような状態の病変を集めて検討を行なったが，同
様の傾向にあった９，１０）。

さらにヒトの切除材料を用い，マイクロアレイを
用いた多数遺伝子解析では，癌の部分で発現が亢進
または抑制されていた遺伝子の多くが，上皮性異形
成で既に同様の状態を推測できる結果が得られ
た１１）。特に，PI3K-AKT と呼ばれるシグナル経路の
活性化の関連がみられ，p-AKT の上皮性異形成か
らの特徴的な発現が確認された。

このように発癌に関連する遺伝子のトラブルやタ
ンパクの発現の多くが，上皮性異形成の段階で起き
ていることがわかった。“癌”という形態的な“結果”
を引き起こすには，その前段階に問題があること
は，当然のことであったかもしれない。このような
特徴的な所見が，“癌になり易い”性格をもった上皮
性異形成の診断に役立つことが確認された。

実際の臨床での活用

病理学的な評価として細胞の異型などの形態学的
な評価の他に，各種タンパクの染色評価を加える
と，より質の高い上皮性異形成の診断ができること
がわかった。実際の臨床の利用の方法として，口腔
扁平上皮癌の切除された標本の評価がある。切除さ
れた検体の端（以後，切除断端と略す）にいる細胞の
評価である。切除断端に腫瘍自体がある際には，当
然再発の可能性があると考えることができる。健常
粘膜であれば，腫瘍は取りきれたと考えることがで

きるであろう。しかし上皮性異形成の場合には，そ
の癌化能の診断が重要となってくる。

過去に舌癌の切除断端に上皮性異形成がみられた
１４例の評価を行なったところ１２），癌の再発はみられ
なかったが，上皮性異形成の再発が２例でみられ
た。この２例は，切除断端の上皮性異形成で p５３と
Ki６７の陽性所見がみられていた症例であった。この
ようなことからも，現在，切除断端で細胞の形態の
変化だけでなく，各種タンパクの発現評価に問題の
ある症例では，特に慎重な経過観察を行なっている。

また，現在早期扁平上皮癌の診断にも，これら染
色の結果を診断の判断としている。写真１の症例は
舌の早期癌症例である。このように組織の連続での
切片を作製し，各種タンパクの発現を併せて評価す
ることで，より根拠のある診断が可能となっている。

今そこにある，その粘膜は，癌化するのか？ １

さて本稿の本来の目的に戻るが，組織検査を行な
い，その一部の評価を行なうことは可能である。そ
の組織検査で，各種タンパクの評価も可能である。
しかし前癌病変から早期癌に移行している“デリ
ケート”な病変の診断法としては，“病変の一部”し
かみられない組織検査では，残念ながら十分とは言
えない。できれば，病変全体の病理学的な評価が必
要とされる。

その方策の一つとして期待できるものが細胞診で
ある。細胞診のいくつかの手技のうち，ブラシや綿
棒などで粘膜を擦過して細胞を採取する擦過細胞診
は，口腔粘膜疾患に有用な診断方法である。口腔粘
膜の病変は，直視直達が可能であるので，的確に病
変から細胞を得ることができる。また低侵襲である
ことは大きな利点である。ただ擦過細胞診では，上
皮の表層の部分（角化層に近い部分）の細胞を主に観
察することになる。現在のところ，口腔扁平上皮癌
の細胞診は，より深層の細胞に形態の変化が現れや
すいため，表層よりも深層の細胞が診断の鍵となっ
ている。しかし病変を全体に擦過することで，病変
全体の病理学的な評価が行なえることが，部分的な
評価となる組織検査との違いであり，利点となる。

そこで現在，この形態の変化が現れにくい表層の
細胞から，癌の診断，あるいは癌化能を持った上皮性
異形成の診断が行なえないかと検討を行っている。

歯科学報 Vol．１１１，No．３（２０１１）

― ３３ ―

２８１



実際には，これまでラットやヒトで行なってきたタ
ンパクの発現を，細胞診で得られた細胞で評価を行
なった１３）。結果，形態の変化が現れにくい表層の細
胞の診断を補える可能性が示された。臨床で応用す
るには，より簡便でコストパフォーマンスにも配慮

した診断手段としての工夫が必要であるが，表題の
答えの一つの解決策になる可能性を持つと考える。

今そこにある，その粘膜は，癌化するのか？ ２

さて直視可能という口腔の特殊環境を考えると，

写真１ 早期舌癌の一例。６枚の連続した切片で，Ａは HE 染色，Ｂは PAS 染色。Ｃは P５３，Ｄは Ki６７，Ｅは CK１７，Ｆ
は CK１０／１３の各免疫組織化学染色写真。HE 染色にて，右側の矢印の部分に早期扁平上皮癌の像がみられる。PAS
染色で腫瘍部分はグリコーゲンの消失により赤紫色に染色されていない。また腫瘍部分では P５３陽性細胞（褐色に染
色されている）を認め，基底層と傍基底層で Ki６７の陽性細胞を認める。さらに腫瘍部では CK１７が強度発現する一
方，CK１０／１３の発現が減弱している所見がはっきりとみれる。
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視診による診断も重要で見直されなければならな
い。ヨードによる生体染色１４）は，この上皮性異形成
を不染帯（ヨードによって染まらない部分）として表
出する点で，有用性の高い診査方法の一つと考える

（写真２）。現在，ヨード染色は癌の切除にあたっ
て，その周囲の上皮性異形成の存在を評価する上で
有用性が高く評価されているが，一般歯科診療所に
おいても，上皮性異形成もしくは早期癌の診断に利
用価値の高い診査法と考える。ただし，問題を抱え
た上皮性異形成の総てが，ヨードによる生体染色で
染め分けられる訳ではない点を理解しておく必要は
ある。

また内視鏡技術は近年急速に発達したが，その中
で新しい光学技術を応用した Narrow Band imag-
ing は上皮の下の血管の走行を観察可能とした物で
ある１５）。これにより特に前癌病変や早期癌で，特徴
的な所見として観察でき，有用性が報告されはじめ
ている。しかし残念ながら，歯科診療所でこの機器
を導入することは一般的ではない。そのような中，
現在改めてその臨床所見の見直しをすすめる流れも
ある。

口腔粘膜は皮膚と類似しており，さらに消化器や
呼吸器と関連していると考えた方が上皮性異形成を
はじめとした口腔粘膜疾患の病態は理解しやす
い１６）。ところが，食事や補綴物といった外的刺激の
多い口腔内は，高い密度の細菌数と粘膜のもともと
の強い赤みの色調と相まって，症状が単調となりや
すく診断が難しい。ところが，これまで“診断が難
しい”という点から口腔粘膜疾患の視診の検討がさ

れはじめてきた点に，かえって問題があったように
思う。機械的な刺激や二次的な炎症を除去した後
に，初めて診断が可能になる場合もある１６）。現在，
我々の一つの仕事として，“癌になり易い”性格を
もった上皮性異形成の視診所見と病理組織学的所見
や各種タンパクの発現の様子との照らし合わせをす
すめている。この結果は，さらに歯科臨床の最前線
にいる，一般歯科診療所の先生方の有益なアイテム
になるものと考えている。

超高齢社会をみすえての将来展望

このように，癌になる前の病変の評価とその診断
の重要性に関して，話をすすめてきた。最後にこれ
ら病変に関する，超高齢社会における問題点を含め
た展望に触れる。

まず高齢者の口腔癌患者が増えていると前述し
た。その上で，超高齢者の口腔内に癌化能を持った
上皮性異形成があると診断した時の対応が，一つの
問題である。将来癌化する可能性が高いと，せっか
く診断ができても，余命との兼ね合いで，加療を受
けずに過ごす選択肢は十分に理解できる。しかし発
癌し，これが増大した際に，口腔癌は著しく QOL
を低下させることは事前に説明しておかねばならな
い。初期の口腔癌患者で，未治療を選択されたもの
の，腫瘍が増大し，いよいよ食事が摂れなくなった
段階で何らかの治療を希望される症例は，口腔癌の
治療施設では時に経験する。また他臓器の癌に対し
ては未治療を選択しながら，併発した口腔癌に対し
ては治療を希望されるという症例も経験してい

写真２ 舌癌の一例。右がヨード染色を行なった後の所見，潰瘍の後方に矢印で示す不染帯を認める。
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る１７）。超高齢者であっても，前癌病変に対する加療
の選択の重要性は，歯科医師含めた医療従事者で，
特に認識が必要と考える。

次に治療を選択された際に，全身的な予備力があ
れば，手術療法が受け入れられる場面もあろう。一
方で直視直達が可能な口腔は，薬剤等の局所投与が
適応とされる器官の一つである１８）。現在，急速に臨
床応用に反映されている癌免疫療法や各種の分子標
的薬は，口腔癌への応用も意義高い治療である。こ
の応用として，口腔癌の発癌に関する病態解明が更
にすすんだ際に，前癌病変での薬物療法として「癌
化抑制製剤」の模索がある。発癌までの抑制期間や
非抑制時の過剰増殖や二次性癌の問題に対しての解
決の必要はあるが，超高齢者に対して，余命までの姑
息的治療としての検討の意義はあると考えている。

おわりに

本論文の主旨と内容の多くは，東京歯科大学市川
総合病院内の歯科・口腔外科あるいは口腔がんセン
ターと臨床検査科病理との日常臨床での密な連携と
共同研究の成果に拠っている。このような臨床と病
理が強い連携を持った下地があると，上皮性異形成
の取り扱いは，大変効率的に行なわれる。

口腔粘膜疾患のうち頻度の少ない病変の取り扱
い，ではなく，歯科医師の上皮性異形成への理解
は，必ず患者福音に繋がると考える。当院が在る千
葉県市川市では，市川市歯科医師会の会員が東京歯
科大学市川総合病院臨床検査科病理と連携をとり，
地域歯科診療の現場と病理との密な連携が構築され
はじめている１９，２０）。なお，連携をとっている歯科医
師会会員は，口腔粘膜疾患や細胞診に関して十分な
研鑽を積んでいることを強調したい。細胞診や組織
診といった病理学的診断手段は大変に有意義である
が，その意義を十分に理解して行なう必要がある。
その上で，この活動は，全国へと普及されることが
望まれる。このためには，まず，対応が可能な口腔
病理医の育成が必要である。また，それを支援して
いく口腔外科，オーラルメディシンを専門とした歯
科医師との連携の重要性を改めて最後に添える。
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