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はじめに

本邦の口腔癌の罹患率は，いまだ上昇傾向にあ
る。また治癒率も他の先進諸国と比較し良好な成果
を得ていない。これらの要因は，先進諸国で行われ
ている積極性な早期発見，早期治療が本邦では未だ
確立していないことが挙げられる。口腔を診察する
機会は歯科医師が最も多く，口腔癌の早期発見に対
しての社会的な責任と期待は大きいと考えられる。
小稿では主に分子病理学的な見地から早期癌につい
て概説したい。また近年の口腔癌のトピックスにつ
いても併せて解説する。尚，“がん”と“癌”の記
載法については小稿では扁平上皮癌を主題としてい
るため“癌”に統一し記載する。

正常な口腔粘膜の分子生物学

口腔粘膜は重層扁平上皮から構成され，上皮基底
膜直上の基底細胞層から表層へと増殖・分化をしな
がら細胞は移行していく。このターンオーバーは数
日から２週間程度で恒常的に行われている。また口
腔粘膜は常に外部からの物理的・化学的な刺激を受
け，顕微鏡的には常に軽度の炎症細胞浸潤を伴って

いる。そして，ほとんどの腫瘍性疾患では慢性持続
的な炎症がその誘因あるいは亢進を助けている。組
織に目を向けると，正常な口腔粘膜の基底細胞層の
細胞増殖は停止しているか，極めて緩慢な状態であ
る。そして，一部の基底細胞が何らかの増殖のシグ
ナルを受け２層目の傍基底層に上がり，増殖・分化
のサイクルへとコミットする。この状態の蛋白発現
を免疫染色で見ると，細胞増殖に関わる細胞周期関
連蛋白の ki-６７は，基底細胞ではその発現は認めず
に傍基底層から陽性像を呈する。一方，過度な増殖
シグナルを受けている癌や高度の炎症を伴う上皮で
は，正常な機構から逸脱し最基底層から ki-６７陽性
像を呈する。分化という観点では，最基底層の細胞
の性質は細胞骨格であるケラチン分子等の発現パ
ターンで鑑別できる。最基底層では，サイトケラ
チン（CK）１４，CK１９，転写因子の p６３が陽性を呈す
る。そして傍基底層から徐々に発現が低下し，表層
では消失する。このように基底層から表層に向けて
細胞が質的にも変化していく状態を分化勾配と称す
る（図１，２）。一方，癌の場合様々なパターンを呈
する（図３，４）。代表的なパターンとしては，細胞
の分化勾配を保持した状態で全体的に増殖する“疣
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贅（ゆうぜい）癌”の様な非常に高分化な癌がある。
その逆は，傍基底細胞等の深層型細胞が優位な癌で
あり，やや分化度が低く予後不良なものが多い。但
し，口腔扁平上皮癌の場合その多くは均一の分化度
の細胞で構成されているのではなく分化度の混在し
た細胞像を呈するものがほとんどである。細胞診な
どの検査では，この深層型異型細胞の出現が診断の
助けになることが多い。

臨床的な早期癌の診断アプローチ

古くから簡便に行われている切除マージンの判別
方法としてヨード染色がある。多くの場合，癌や前
癌病変は，細胞質のグリコーゲン量が減少する。こ
の部位をヨード不染帯として病変部を描出する方法
である。しかし，ヨードの濃度は様々なものが用い
られ，３％のルゴールや１０％の JG（歯科用ヨードグ
リセリン）なども用いられることがあるが，それら
の病変描出には差があることを理解されたい。その
他として光デジタル法（Optical Digital Method）が
ある。これらは非侵襲的な検査を可能とする。最も
普及しているのは，オリンパス社の Nallow band
imaging（NBI）システムである。NBI システムは異
型上皮に形成される異常な構造の毛細血管である
Intraepithelial papillary capillary loop（IPCL）を特殊
なフィルターで描出することにより鑑別を行う。そ

図１ 細胞増殖から見た非癌部上皮と早期癌部上皮の模式図
非癌部では，最基底層に休止細胞が存在する。ki-６７

陽性の増殖細胞はほぼ２層目の傍基底層から認められ
る。一方，癌部などの増殖シグナルの入っている上皮で
は，最基底層から増殖細胞が認められる。また，CK１４，
p６３等の蛋白は最基底層で高度に発現し，分化とともに
その発現が低下する。

図３ 扁平上皮癌における ki-６７の発現パターン
写真は高分化扁平上皮と上皮内癌を示す（左）：H-E，

（右）：ki-６７抗体免疫染色。この症例にでは最基底層か
ら ki-６７陽性細胞の出現と，それらの核は大小不同を呈
する。

図４ 分化度・可塑性から見た非癌部上皮と早期癌部上皮の
模式図

いずれかの腫瘍化因子を受け，早期癌が形成される。
早期癌は高分化型であり，細胞の可塑性を有している。
さらに時間と供に進行癌となる。

図２ 非癌部扁平上皮における蛋白の発現
写真は非癌部重層扁平上皮を示す（左上）：H-E，（左

下）：ki-６７抗体，（右上）：CK１４抗体，（右下）：p６３抗体。
最基底層では，ki-６７は概ね陰性である。一方 CK１４，
p６３は陽性である。
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の他，腫瘍の有する自家蛍光を特殊なフィルターで
描出する Auto fluorescence Image（AFI）法や，逆
に腫瘍で酵素の代謝が変わり，自家蛍光が落ちる原
理を利用した VELscope 等様々な光学機器が登場
している１，２）。しかしながら，これらは補助的な因子
であり完全な診断を行えるものではない。描出する
原理から，それぞれの特徴を熟知することが重要で
ある。

最終診断には，病理組織検査が必要となる。近
年，口腔癌検診などに細胞診を用いる動きが進んで
いる。細胞診は簡便な検査方法であり，容易に綿棒
等で検体採取が可能でスクリーニングとして有用で
ある。また，口腔内の粘膜の異常が疑われる患者へ
の口腔癌の理解と啓蒙のためにも有効と考えられ
る。さらに必要に応じて生検検査を行うことにより
確定診断を得られる。これらは，保健診療として認
可されているが，一般開業歯科医院では十分には普
及していない。東京歯科大学市川総合病院では，
“市川市口腔がん早期発見システム”としての取り
組みや３），東京歯科大学口腔外科では，１９９２年より
口腔癌検診の取り組みを続けている４）。近年では全
国の歯科医師会単位での口腔癌検診も始まりつつあ
る現状が報告されている。これまでは，口腔癌は多
くの場合義歯の裏にある白斑か潰瘍を注意すると
いった感覚が一般的であったかもしれない。しかし
ながら，口腔インプラントの急速な普及とともに，
高齢者の口腔内に複数のインプラントが残存する状
態がめずらしくない状況となりつつある。そういっ
た状況において，高齢者のインプラント周囲に癌が
発生した場合，インプラントとの因果関係の有無は
不明であったとしても，術者としての管理責任が問
われると考えられる。

癌のリスクファクター

癌の発生理由は様々であるが口腔内の衛生状態，
そして喫煙と飲酒が重要なリスクファクターである
ことは疫学的にも証明されている。そのため口腔衛
生状態の改善，喫煙率の低下とともに口腔癌は低下
すると考えられていた。しかしながら，現実的には
緩徐に増加傾向にある。その理由として近年トピッ
クスとなっているのは Small DNA tumor virus と
呼ばれるウイルスである。なかでも Human Papil-

lomaviruses（HPVs），Human Adenovirus は腫瘍を
惹起するウイルスとして知られている。これらウイ
ルス由来の遺伝子は内在性には存在せず，ウイルス
感染から遺伝子の導入が腫瘍化を惹起することが
立証されている。HPV は約８０００bp 閉鎖環二本鎖の
small DNA virusであり，papillomaviridae familyに
属する。多くの亜型を有し，そのなかでもハイリス
クタイプとして１６，１８，３１，３３，３５，３９，５２，５８型
などが知られている。１６型の HPV を例とすると，
Late gene と呼ばれる L１，L２と Early gene と呼
ばれる E１－E７までのウイルスゲノムを有してい
る。特に E６，E７の二つの遺伝子が癌化において
重要な働きをする。HPV が病変を維持するために
は基底細胞に感染する必要がある。HPV は宿主細
胞に侵入後，宿主細胞の RNA を逆転写して DNA
を合成する。そして DNA の宿主ゲノムへのインテ
グレーションによるウイルスゲノム複製と capsid
蛋白発現によりウイルス粒子を産生し，分化した粘
膜あるいは表皮細胞と共に剥がれ落ち，新たな宿主
へと感染の機会を持つ。基底細胞ではウイルスは潜
伏感染状態にあり，ウイルスゲノム複製とウイルス
粒子産生は行なわれていない。この段階では，E６
と E７の発現レベルは極めて低い状態ではあるが，
長期間にわたり発現することになる。これら細胞が
数年から１０年単位の長期の経過とともにさらなる変
異や，細胞へのジェネティック，エピジェネティッ
クな変化の蓄積から腫瘍形成へと進展する５）。また，
Small DNA tumor virusは腫瘍形成能を獲得するた
めに細胞周期の重要なターゲットであるがん抑制遺
伝子として知られている p５３分子経路と p１６分子経
路の両者を巧妙に抑制している。近年口腔咽頭扁平
上皮癌（OPSCC）と HPV の関連が明らかになって
きている。Marur らのレビューによれば，北米の
OPSCC の６０％が HPV 陽性である。興味深いこと
に１９５例の OPSCC での HPV 陰性例が予後不良で
あった。この理由の一つとしては，たばこ関連の癌
で特徴付けられる OPSCC では，p５３，p１６等の重要
な分子に変異をきたした癌が HPV 陰性グループに
含まれるためであると考えられる。HPV 関連の
OPSCC の特徴は，非関連群と同様に男女比では約
３：１で男性に多い傾向にあるが，部位は舌根部，
扁桃に多く年齢は非関連群に比してやや若い層に多
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いと報告されている６）。組織学的には，乳頭状を呈
し，やや角化に乏しい癌である。診断として最も確
実であるのは，内在性には存在し得ないウイルス由
来の分子を確認することであるが，代替え的な検索
方法もある。HPV による感染等が起こった場合
細胞では p１６蛋白が過剰に蓄積した像を呈する。
Schche らの報告によれば，中咽頭原発扁平上皮癌
での検討では p１６免疫染色単独での感度は９４％，特
異度は８２％であった。また RNA による定量 PCR
を組み合わせることにより特異度を１００％へとする
ことが可能であるとしている７）。このため p１６の免
疫組織化学染色である程度の確度をもって HPV 感
染を診断することが可能である（図５）。当院で行っ
た口腔咽頭癌５４例の検討では，１１例（２０．４％）にHPV
由来のゲノムが確認された。HPV 関連 OPSCC の
リスクファクターは子宮頸癌と同様にセクシャルビ
ヘイビアであると報告され，将来的に感染前の女児
のみならず男児へのワクチンの可否も議論される日
が来るかもしれない。

これから増加が予測される治療後の二次性口腔癌

今日までの約２０年の間に様々な医療の進展と治療
法が確立してきた。中でも骨髄移植は一般的な治療
として定着している。しかし骨髄移植後約１０年の歳
月を経て慢性移植片対宿主病（Chronic Graft versus
host disease/cGVHD）による慢性持続性口腔粘膜炎
症が口腔癌を惹起する症例が散見されてきている８）。
さらに頭頸部癌治療で皮弁を用いた再建が行われた
症例の皮弁部に二次性に惹起する癌も認められる９）。
その他，小線源放射線治療後などの放射線による影

響が示唆される二次性口腔癌も報告されている１０）。
この様に患者の既往を知ることも早期発見には重要
な要素となる。

おわりに

口腔癌は，他の臓器とは異なり肉眼的な観察が可
能であり，定期的な経過観察は比較的容易である。
「視（診）れども見えず」とならないためには，日常
から口腔癌の早期発見をも念頭においた診察が望ま
れる。
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図５ HPV 陽性症例ならびに陰性症例の扁平上皮癌
写真は PCR により HPV ゲノムが確認された扁平上

皮癌の像である。乳頭状を呈する異型上皮の増生が認め
られる。（左）：H-E，（右）：p１６抗体染色。p１６は，核お
よび細胞質への過剰な蓄積が認められる。HPV ウイル
スゲノムにより，細胞増殖のブレーキとなる p１６が蓄積
した状態でも細胞増殖が停止していないため，癌化が惹
起されていると考えられる。
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