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抄録：腺房細胞癌は漿液性腺房細胞への分化を示す
悪性腫瘍として定義されており，唾液腺悪性腫瘍の
約７％を占める。全体の約８０％が耳下腺に発生する
と言われていて小唾液腺での発生頻度は低い。今回
我々は頬粘膜部に発生した腺房細胞癌の１例を経験
したので報告する。患者は７９歳女性。初診は２０１１年
５月，主訴は口の中の痛み。現病歴として２０１１年５
月初旬頃より左側頬粘膜に腫脹，開口障害を認めた
ため近医受診した。精査・加療目的にて千葉西総合
病院口腔外科受診となった。初診時に造影CT，エ
コーにて左側頬粘膜に腫瘤性病変を認めた。造影
MRI にて T１強調像で低信号，T２強調像で中等度
信号の腫瘤を認めた。同部に対し生検を行った結
果，病理組織診断は腺房細胞癌であった。２０１１年６
月に全身麻酔下にて腫瘍切除術を施行した。術後約
３年経過したが再発，転移等は認められず経過は良
好である。

緒 言

腺房細胞癌は漿液性腺房細胞への分化を示す悪性
腫瘍と定義される１）。本腫瘍は以前腺腫と腺癌の中
間的なものと考えられ腺房細胞腫と呼ばれていた
が，現在では再発や転移を示す症例もあるため低悪
性度癌とみなされている２）。本腫瘍の全体の約９０％

にも及ぶものが耳下腺に発生し，残りの４％が顎下
腺で，その他の部分の発生はまれであると報告され
ている３－５）。

我々は頬粘膜の小唾液腺に発生した腺房細胞癌の
一例を経験したので報告する。

症 例

患 者：７９歳 女性
初 診：２０１１年５月
主 訴：口の中の痛み
既往歴：乳癌（２００５年），高血圧症，S 状結腸癌（２００９
年），糖尿病
現病歴：２０１１年５月初旬頃より左側頬粘膜に腫脹，
開口障害を認め近医を受診した。精査加療目的にて
千葉西総合病院口腔外科受診となった。
現 症：
全身所見：体格は身長１５０cm，体重４０kg，栄養状態
は良好であった。
口腔内所見：左側頬粘膜に表面平滑な比較的弾性や
や硬な腫瘤を触知した。一部左側上顎智歯と接触し
潰瘍形成を認めた。また耳下腺乳頭部からの唾液の
流出は良好であった（図１）。
画像所見：エコーにて境界明瞭で約１３×３０mm の類
円系の腫瘤を認めた。内部は不均一であった。圧迫
による内部の動きは認められなかった（図２）。造影
CT の結果，左側下顎枝前縁，咬筋前縁部に周囲増
強効果を持つ腫瘤を認めた（図３）。造影 MRI 所見
にて T１強調画像で直径約２５mm×１８mm の低信号
で辺縁平滑な腫瘍を認めた。一方 T２強調画像でも
同様に直径約２５mm×１８mm の高信号で辺縁平滑な
腫瘍を認めた（図４，図５）。
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臨床診断：頬粘膜腫瘍
処置及び経過：２０１１年５月に CT，MRI より左咬筋
前縁に腫瘍を認め，臨床診断は頬粘膜腫瘍であっ
た。唾液腺腫瘍も疑われたので穿刺吸引細胞診を施
行した。その結果としては ClassⅤで腺様嚢胞癌疑
いであった。診断確定のために生検も行った。生検
の結果は腺房細胞癌であった。以上の結果より２０１１
年６月に全身麻酔下にて左側頬粘膜腫瘍切除術，左
側上頸部郭清術，前腕皮弁による再建，腹部全層植
皮術を施行した（図６，７）。手術は下顎正中切開で
展開した。切除範囲として上顎結節，下顎の筋突起
を含めた。内側翼突筋，咬筋部に関しては腫瘍から

１０mm の安全域を確保して切除した。耳下腺導管に
関しても移設をおこなった。切除範囲が広範囲と
なったため，瘢痕による開口障害を回避する目的で
前腕皮弁再建を選択した。患者の同意を得たうえで
予防的な意味合いと遊離皮弁を選択したことによる
便宜的な意味合いで左側上頸部郭清術をおこなっ
た。術後３年経過したが皮弁部は良好な状態である

（図８）。
病理組織学的所見：H-E 染色では弱好塩基性を示す
比較的広い胞体を有する漿液腺房に類似した細胞の
胞巣状増生が観察された。また間質には出血が認め
られた。周囲には被膜成分と思われる線維性結合識

図２ 初診時エコー
境界明瞭で約１３×３０mm の類円系の腫瘤を認めた

図１ 初診時口腔内写真
左側頬粘膜に腫瘤を触知した

図３ 初診時造影 CT
左下顎枝前縁，咬筋前縁部に周囲増強効

果を持つ腫瘤を認めた 図４ 造影 MRIT１強調画像
直径約２５mm×１８mm の低信号で辺縁平

滑な腫瘍を認める
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があった。細胞異型は比較的軽度であった（図９）。
免疫組織化学染色として予後と関連の深いと報告さ
れている Ki６７染色陽性率を測定した。全体の中か
ら陽性反応の出ている５つの視野で測定を行い，そ
れぞれ陽性率が３．０％，２．６％，４．９％，３．１％，６．０
％であった。Total は３．９％であった（図１０）。

考 察

腺房細胞癌は唾液腺悪性腫瘍の約７％を占める。
そのほとんどが耳下腺で発生するもので全体の約
８０％と報告されている３－５）。

本症例は小唾液腺での発生であることから比較的
まれな症例であると考えられる。

唾液腺腫瘍の画像所見における質的診断では，腫
瘍の辺縁性状，T２強調画像における信号強度造影
効果に重点がおかれる。一般に腫瘍の辺縁の性状が

図６ 腫瘍切除後
腫瘍切除後の状態

図７ 皮弁移植後
血流は良好であった

図８ 術後３年経過
皮弁部は良好であった

図９ H-E 染色×２０倍

図５ 造影 MRIT２強調画像
直径約２５mm×１８mm の高信号で辺縁平

滑な腫瘍を認める
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平滑な腫瘍は，良性腫瘍もしくは低悪性腫瘍が疑わ
れ，一方，辺縁不整な腫瘍は高悪性腫瘍の可能性が
高いとされる。次に，T２強調画像における信号強
度については，高信号を呈する病変は良性または低
悪性度の腫瘍で，低信号を呈する病変は高悪性度の
腫瘍であると報告されている６）。本症例においても
腫瘍の辺縁は平滑で T２強調画像は高信号を示し，
低悪性腫瘍として矛盾しない所見であった。本症例
に対する治療法は外科的治療が主体であると報告さ
れている７，８）。放射線療法を併用している報告もある
が Perzin らは放射線感受性が低いと報告してい
る９）。今回も事前の生検で悪性腫瘍の診断が得られ
たため，周囲健常組織を含めた外科的切除を選択し
た。また Ki-６７陽性率５％以下で再発は少なく，
１０％以上で予後不良傾向を認めるとの報告もあ
る１０，１１）本症例の Ki６７陽性率も全体で３．９％と再発の
少ない予後良好である傾向を示した。しかし腺房細
胞癌は低悪性と言われるものの，局所再発率は８－
３６％，所属リンパ節転移は５－１６％，遠隔転移率は
３－１３．５％であると言われている１０，１２）。また術後５
年を経過して再発した報告もある１０，１３）ので術後約１
年半経過した今まで再発・転移の所見は認められな

いが，今後も定期的な経過観察は必要であると考え
られる。
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A case of acinic cell carcinoma originating in the buccal glands
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Acinar cell carcinoma（ACC）is defined as a malignant tumor that differentiates into serous acinar
cells． ACC accounts for around ７% of all malignant salivary gland tumors． Approximately８０% of all
ACCs reportedly develop in the parotid gland，and only rarely involve the minor salivary glands． We
describe herein our experience treating a７９-year-old woman who developed ACC in the buccal mucosa．
She was initially examined in May２０１１ with a chief complaint of pain inside her mouth． Regarding her
current medical history，she visited a local physician after developing trismus and swelling in the left
buccal mucosa around early May２０１１． She was subsequently referred to the Oral Surgery Department
of the Chiba-Nishi General Hospital for further testing and treatment． Contrast-enhanced computed
tomography and ultrasonography on her initial visit revealed a tumor in the left buccal mucosa． On
magnetic resonance imaging，the tumor appeared as signal hypointense on T１-weighted imaging and
showed moderate signal intensity on T２-weighted imaging． Histopathological assessment of tissue
biopsy findings led to a diagnosis of ACC． In June ２０１１，the patient underwent surgery under general
anesthesia to remove the tumor． As of about ３years postoperatively，no relapse or metastasis has been
identified． （The Shikwa Gakuho，１１５：７１－７５，２０１５）
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