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原 著

口腔粘膜観察用光学機器 IllumiScan Ⓡによる
口腔扁平上皮癌ならびに口腔扁平苔癬の解析

森川貴迪１） 別所央城２） 小坂井絢子１）

小杉彩歌１） 柴原孝彦１）

抄録：
【緒 言】口腔は，口腔潜在的悪性疾患（OPMD），
扁平上皮癌（SCC），炎症性疾患など様々な粘膜疾
患が発生する。それらの鑑別に苦慮する場合も多
い。口腔粘膜観察用光学機器は侵襲が無く繰り返し
施行が可能である。当科では２０１０年より導入し，診
断・治療の向上に努めてきた。本研究では，口腔粘
膜観察用光学機器 IllumiScan Ⓡを用いて，OPMDで
ある口腔扁平苔癬（OLP）と SCCの視覚的・半定量
的評価を行い，有用性について検討した。
【対 象】２０１３～２０１６年の期間に，当科で加療を
行った OLP·SCC早期例，計５５例とした。
【結 果】視覚的評価は，Fluorescence Visualiza-
tion Loss：FVL 率は，SCC ９６．６％，OLP ９６．０％
と差異はなかった。半定量的評価は，輝度は低値
であった（SCC ３７．９cd/m２ vs OLP ６１．３cd/m２，P
＝０．０２５）。変動係数は高値であった（SCC ０．２３ 

vs OLP ０．１４，P＜０．００１）。輝度率は低率であった
（SCC ６２．９％ vs OLP ８１．８％，P＜０．００１）。その他
の面積・標準偏差，対照の面積・輝度の差異は認め
なかった。
【結 語】口腔粘膜観察用光学機器 IllumiScan Ⓡを
用いた，輝度・変動係数・輝度率の半定量的評価は
OLPと SCCの鑑別に有用であることが示唆された。

キーワード：口腔粘膜観察用光学機器，口腔潜在性悪性疾
患，口腔癌，口腔扁平苔癬
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緒 言

口腔粘膜は，炎症性疾患，前癌病変や前癌状態
などの口腔潜在的悪性疾患（Oral Potentially Malig-
nant Disorders：OPMD），扁平上皮癌（Squamous
Cell Carcinoma：SCC）などの様々な粘膜疾患が発
生する。その所見は類似することがあり，鑑別に苦
慮する場合も多い。確定診断には生検が必要である
が，外科的な侵襲を伴う。SCCの場合には，生検
による刺激により腫瘍の増大を来すこともあり，適
応は慎重になされるべきである。
一方，口腔粘膜観察用光学機器は，患部に非接触

であり侵襲は無く，繰り返し施行が可能で，４００～
４６０nmの青色光を照射し，その励起光を観察す
る。その照射光の深達度は，４００～６００µm程度とさ
れている。健常組織では蛍光可視が保持され（Fluo-
rescence Visualization Retention：FVR），青緑色
（Apple-Green）として観察される（図１）のに対し，
上皮異形成や  SCC では蛍光可視の低下が起こり
（Fluorescence Visualization Loss：FVL），暗色で
観察される（図２）。当科では２０１０年から口腔粘膜観
察用光学機器を導入し１），治療を行っている。口腔
粘膜観察用光学機器の口腔粘膜疾患におけるスク
リーニングの有用性についての報告は散見される２，３）

が，これらの評価方法は視覚的評価であり，主観的
であるため，新たな評価法が求められている。
本研究では，口腔粘膜観察用光学機器  Illumi-

ScanⓇ（松風，日本）を用いて，OPMDの一つである
口腔扁平苔癬（Oral lichen planus：OLP）と SCCの
鑑別としての有用性について検討し，若干の知見を
得たので，文献的考察を加え報告する。
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図１ FVR
口腔粘膜観察用光学機器は４００～４６０nmの青色光を照

射し，その励起光を観察する。照射光は，健常組織では
４００～６００µmの深達度とされ，その励起光は蛍光可視が
保持され（Fluorescence Visualization Retention：FVR），
青緑色（apple-green）として観察できる。これは，生体の
蛍光物質である flavin adenine denucleotide（FAD）やコ
ラーゲン架橋構造のためとされている。

対象・方法

対象は，２０１３年１月から２０１６年１２月までの３年間
に，東京歯科大学千葉病院口腔外科（以下，当科）で
加療を行い，口腔内写真を撮影し，同部を  Illumi-
ScanⓇで観察・撮影し，病理学的診断が得られた  

OLP２５例ならびに，SCC一次症例早期（Ⅰ・Ⅱ期）
３０例，計５５例とした。本研究は，東京歯科大学倫理
審査委員会の承認を得て行った（承認番号５８２）。
本研究は，十分な口腔内観察を行ったのち，可及

的に周囲を暗くし，IllumiScan  Ⓡを用いて観察を
行った。撮影は患部から１０cm程度離して行った。
口腔内写真と IllumiScan Ⓡで得られた画像を比較検
討し，視覚的評価として，病変部の FVLの有無と
した。また，IllumiScan Ⓡで得られた画像を，画像
解析ソフト Image J version. １．５（NIH，USA）を用
いて，画像上に病変部ならびに対照部の関心領域
（Region On Interest：ROI）を設定した。病変部の
ROI は，口腔内写真を参考とし臨床的病変と FVL
を含む領域とし，対照の ROI は病変部から可及的
に離れた前方の健常粘膜部で病変部と同一の口腔の
亜部位に設定した。また，病変部の ROI を Surface
plot として示した（図３）。半定量的評価の方法とし
て，ROI の面積（pixels），輝度（cd/m２）の平均値な
らびに標準偏差，変動係数（標準偏差／平均輝度），

図２ FVL
口腔粘膜観察用光学機器による観察は，上皮異形成

や  SCC では，蛍光可視の低下が起こり（Fluorescence
Visualization Loss：FVL），暗色として観察される。こ
れは，FADの低下やコラーゲン架橋構造の破壊，血管
の拡張や新生血管のためとされている。

対照との輝度率［（病変部／対照部）×１００％］を算出
して検討した。
統計学的な検定は，マン・ホイットニーの U検

定，フィッシャーの正確確率検定，カイ２乗検定を
用い，解析ソフト SPSS version. ２３（IBM，東京）を
用いて行った。p値は，０．０５未満を統計学的有意差
ありと判定した。半定量的評価のそれぞれの項目に
対し，Receiver Operating Characteristic analysis
（ROC解析）により，Area Under the Curve（AUC），
閾値，感度，特異度を算出した。

結 果  

OLP２５例ならびに SCC３０例の内訳について示す
（表１）。
OLP症例 

OLP２５例の内訳は，男性８例，女性１７例，年齢３２
～８２歳（平均６３．８歳）であった。発症部位は頬粘膜が
多く，８０％を占めた。臨床視診型としては，びらん
型は１３例，網状型が９例，白斑型が３例であった。
視覚的評価においては，レース状の白斑部は境界

明瞭な FVの亢進（Fluorescence Visualization Ac-
celeration：FVA）を全例で認めた。また，白斑周囲
の紅斑部は境界明瞭な FVLを２４例（９６．０％）で認め
た。
半定量的評価においては，面積は８，７４１～１１２，１１４
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図３ ROI の設定方法 
IllumiScanⓇで得られた画像を画像解析ソフト Image J を用いて，口腔内写真を参考に，

画像上に病変部ならびに対照部の関心領域（Region on Interest：ROI）を設定する。また病変
部の ROI を Surface plot として示す。

表１ 結果
OLPは，女性，頬粘膜に多いのに対し，SCCは男性，舌に多く認められた。

FVLは，ほとんどの症例で認められた。 

OLP
（N＝２５） 

SCC
（N＝３０）

性差，男性／女性
年齢，歳，平均（範囲）
部位，舌／頬粘膜／他
視覚的評価

８／１７
６３．８（３２－８２）
１／２０／４

１６／１４
６８．２（３９－８５）
２３／４／３

FVL，あり／なし
半定量的評価

２４／１ ２９／１

面積， pixel，平均（範囲）
輝度，cd /m２，平均（範囲）
標準偏差（範囲）
変動係数（範囲）
輝度率，％，平均（範囲）

５２，４６２（８，７４１－１１２，１１４）
６１．３（４１．０－８２．４）
８．１（４．６－１４．４）
０．１４（０．０８－０．１８）
８１．８（７４．２－９７．６）

９７，９８２（６，６２９－５９５，２３８）
３７．９（９．６－８５．４）
９．７（２．７－２７．８）
０．２３（０．０９－０．３８）
６２．９（４１．５－８８．７）

対照

面積，pixel，平均（範囲） ７９８（５０６－１，５４４） ８４３（３０１－２，６４４）
輝度，cd/m２，平均（範囲） ７５．０（５５．７－９６．０） ７２．１（５７．７－８７．６）

４cd/m２pixels（平均５２，４６２），輝度は４１．０～８２． （平均 ～９７．６％（平均８１．８）であった。
６１．３），輝度の標準偏差は４．６～１４．４（平均８．１），輝 代表例を図４に示す。症例は６３歳の女性。口腔内
度の変動係数は０．０８～０．１８（平均０．１４）であった。対 写真では，右側頬粘膜部に辺縁明瞭で均一なレース
照の面積は５０６～１，５４４pixels（平均７９８），輝度は５５．７ 状の白斑とその周囲に境界明瞭で均一な紅斑を認め

０cd/m２～９６． （平均７５．０）であった。輝度率は，７４．２ た（網状型）。IllumiScan Ⓡによる所見では，右頬粘

― ２７ ― 
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図４ OLP
６３歳女性。口腔内写真では，右側頬粘膜部に辺縁明瞭で均一なレース状の白斑とそ
の周囲の境界明瞭で均一な紅斑を認める。IllumiScan Ⓡでは，右頬粘膜部のレース状の
白斑部は辺縁明瞭で均一な FVA，周囲の紅斑部は辺縁明瞭で均一な FVLを認める。
Surface plot では，白斑部の FVA部は，均一で辺縁明瞭な輝度の上昇を示し，周囲
の FVLは辺縁明瞭で均一な輝度の低下を認める。半定量的評価では，面積は４７，６０５
pixels，輝度は３１～ ７cd/m２ ０），変動係数０．１５，輝度９８で，平均輝度は５６． （標準偏差７．
率は７６．３％であった。

６cd/m２膜部のレース状の白斑部は辺縁明瞭で均一な FVA， ～８７． （平均７２．１）であった。輝度率は，４１．５
周囲の紅斑部は辺縁明瞭で均一な FVLを認めた。 ～８８．７％（平均６２．９）であった。
Surface  plot では，白斑部の  FVA部は，均一で辺 代表例を図５に示す。症例は６２歳女性。口腔内写
縁明瞭な輝度の上昇を示し，周囲の FVLは辺縁明 真では，右側舌縁部に不均一な白斑と周囲に辺縁不
瞭で均一な輝度の低下を認めた。半定量的評価で 明瞭，不均一な紅斑を認めた。IllumiScan  Ⓡにより
は，面積は４７，６０５pixels，輝度は３１～９８ cd/m２で，平 得られた画像による所見では，肉眼所見の右舌縁部
均輝度は５６．７cd/m２ ０），変動係数０． の白斑・紅斑部より広範囲に不均一・辺縁不整な（標準偏差７． １５，
輝度率は７６．３％であった。 FVLを呈していた。Surface plot では，中心部の白
SCC症例 斑部は不均一な輝度亢進を認め，その周囲は不均一
SCC３０例の内訳は，男性１６例，女性１４例，年齢 で辺縁不整な輝度低下であった。後方部やや中程度

３９～８５（平均６８．２）歳であった。部位は舌が多く， ～高度の輝度低下を，前方部は軽度の輝度認めた。
７６．７％を占めた。臨床視診型としては，白斑型が１１ 半定量的評価では，面積は２５３，９７５pixels，輝度は

８cd/m２例，肉芽型が８例，潰瘍型６例，びらん型５例で １１～７３ cd/m２で，平均輝度は３４． （標準偏差
あった。 ６．２），変動係数０．２０，輝度率は５９．７％であった。
視覚的評価においては，２９例で  FVLを認めた OLP症例と SCC 症例の比較

（９６．６％）。FVLは，辺縁は不明瞭，不均一な症例 視覚的評価において，FVLは，OLPでは９６．０％，
を多く認めた。	 SCC では９６．６％に認められ，統計学的差異は認め
半定量的評価においては，面積は６，６２９ ５９５， なかった（P＝０．５２６） 。SCCに対する感度は～ ２３８ （図６）


pixels（平均９７，９８２），輝度は９．６～８５． （平均 ９６．６％，特異度は４．０％であった。
４cd/m２

３７．９），輝度の標準偏差は２．７～２７．８（平均９．７），輝 半定量的評価においては，対照の面積，輝度に
度の変動係数は０．０９～０．３８（平均０．２３）であった。対 おいては有意な差異は認めなかった。病変部の面
照の面積は３０１～２，６４４pixels（平均８４３），輝度は５７．７ 積は，OLPでは５２，４６２pixels に対し SCCは９７，９８２

― ２８ ― 
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図５	 SCC
症例は６２歳女性。口腔内写真では，右側舌縁部に不均一な白斑と周囲に辺縁不明瞭，

不均一な紅斑を認める。IllumiScan Ⓡでは，肉眼所見の右舌縁部の白斑・紅斑部より広範
囲に不均一・辺縁不整な FVLを呈している。Surface plot では，中心部の白斑部は不
均一な輝度亢進を認め，その周囲は不均一で辺縁不整な輝度低下であった。後方部やや
中程度～高度の輝度低下を，前方部は軽度の輝度認めた。半定量的評価では，面積は

８cd/m２２５３，９７５pixels，輝度は１１～７３ cd/m２で，平均輝度は３４． （標準偏差６．２），変動係数
０．２０，輝度率は５９．７％である。

pixels と高い傾向を認めたが，統計学的差異は認め OLPでは８．１に対し SCC は９．７と高い傾向を認めた
なかった（P＝０．１７８）。輝度は，OLPでは６１．３cd/m２ が，統計学的差異は認めなかった（P＝０．２０７）。変
に対し  SCC は３７．９cd/m２と，SCCで有意に低値で 動係数では，OLPでは０．１４に対し SCC は０．２３と，
あった（P＝０．０２５，図７）。輝度の標準偏差では， SCC症例で有意に高値であった（P＜０．００１，図８）。

輝度率は，OLPでは８１．８％に対し，SCCでは６２．９％
と有意に低率であった（P＜０．００１）。
ROC解析について，輝度，輝度率，標準偏差，変

動係数のそれぞれにおいて，AUCは０．６６０，０．７８０，
０．５８７，０．８４５であり，標準偏差を除き有意であった。
輝度，輝度率，変動係数の閾値はそれぞれ５５ cd/m２

７５．０％，０．１８とすると，感度は６１．０％，５９．３％，
，

７１．２％，特異度は７８．０％，１００％，９２．０％であった
（図９）。
口腔粘膜観察用光学機器による OLP と SCC は，

視覚的評価としての鑑別は困難であったものの，半
定量的評価として輝度，輝度率，変動係数において

図６	 視覚的評価 有意な差異を認め，鑑別に有用である可能性が示唆
視覚的評価において，FVLは，SCCでは９６．６％， された（表２）。

OLPでは９６．０％で認められ，統計学的差異はない（P
＝０．５２６）。
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図７ 半定量的評価 －輝度と輝度率－
半定量的評価において，輝度は，OLPでは６１．３cd/m２に対し

SCCは３７．９cd/m２と，SCCで有意に低値である（P＝０．０２５）。輝
度率は，OLPでは８１．８％に対し，SCCでは６２．９％と有意に低率
である（P＜０．００１）。

図８ 半定量的評価 －標準偏差と変動係数－
輝度の標準偏差では，OLPでは８．１に対し SCC は９．７と高い傾

向を認めたが，統計学的差異は認めない（P＝０．２０７）。変動係数
では，OLPでは０．１４に対し SCCは０．２３と，SCC症例で有意に高
値である（P＜０．００１）。

考 察

OLP は  OPMDとされ，その悪性転化率は０．４～
４．９％とされている４－６）。また，SCCとの鑑別が重要
であるが，細胞診や生検は外科的侵襲を伴う。生体
染色は，種々の程度の上皮異形成の描出が可能７，８）で
あるが，軽度の侵襲を伴い，角化傾向が強い歯肉や
硬口蓋では適応は困難である９，１０）。
口腔粘膜観察用光学機器は，患部に非接触であり

侵襲は無く，繰り返し施行が可能である。また，生
体染色が困難である硬口蓋や歯肉にも適応が可能で

ある。しかし，舌背は，舌苔にポルフィリンが多く
含まれているため，赤光色を呈し観察が困難であ
る１１）。当科では２０１０年より口腔粘膜観察用光学機器
を導入し１），現在 VELscope Ⓡ な（LED Dental，USA）
らびに IllumiScan Ⓡを用いている。口腔粘膜観察用
光学機器の波長は，VELscope Ⓡでは４００～４６０nmに
対し，IllumiScan Ⓡでは４２５nmであり，ポルフィリ
ンによる赤色をカットしている。そのため，Illumi-
ScanⓇは口腔粘膜の全ての領域に適応が可能である
こと，輝度の解析が可能であること１２）から，本研究
では IllumiScan Ⓡを用いた。
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表２ 解析結果
視覚的評価では差を認めなかっ

たものの，輝度・変動係数・輝度
率で有意な差異を認めた。

視覚的評価
FVL率

半定量的評価
面積
輝度
輝度率
標準偏差
変動係数

対照

面積
輝度

P値

０．５２６

０．１７８
０．０２５＊

＜０．００１＊

０．２０７
＜０．００１＊

０．６１１
０．７２５

P value＜０．０５＊

図１０ 生体による自家蛍光
生体による自家蛍光は，ヘモグロビン，エネルギー代

謝のための補酵素，細胞外マトリックスの３つに大別さ
れる。補酵素においては，細胞内のエネルギー代謝に関
わる補酵素である flavin adenine denucleotide（FAD）お
よびニコチンアミド nicotinamide adenine dinucleotide
（NAD）は，細胞代謝の解糖系・TCA回路・水素伝達系
に関わっている蛍光物質である。特にがんでは，好気性
代謝より嫌気性代謝が亢進していることが知られてお
り，Warbug 効果と言われる。そのため，嫌気性代謝が
亢進することで FADが FADH２に変換されることで蛍
光を失う。

図９ ROC
ROC解析について，輝度，輝度率，標準偏差，変動係数のそれぞれに

おいて，AUCは０．６６０，０．７８０，０．５８７，０．８４５であり，標準偏差を除き有
意であった。輝度，輝度率，変動係数の閾値は５５ cd/m２，７５％，０．１８と
設定すると，感度は６１．０％，５９．３％，７１．２％，特異度は７８．０％，１００％，
９２．０％であった。

生体による自家蛍光は，ヘモグロビン，エネル
ギー代謝のための補酵素，細胞外マトリックスの３
つに大別される（図１０）。ヘモグロビンにおいては，
青色光が毛細血管内のヘモグロビンに強く吸収され
るため，FVLが生じる１３）。上皮異形成やがんで
は，代謝が亢進し腫瘍新生血管を増成し，血管密度
が大きくなるため，また炎症性疾患では，血管の拡
張が起こるため１４），FVLが生じる。補酵素におい
ては，細胞内のエネルギー代謝に関わる補酵素であ
るニコチンアミド（nicotinamide adenine dinucleo-
tide：NAD）およびフラビンアデニンジヌクレオチ
ド（flavin adenine denucleotide：FAD）は，細胞代
謝の解糖系・tricarboxylic acid cycle（TCA回路）・
水素伝達系に関わっている蛍光物質である。特に
SCCでは，好気性代謝より嫌気性代謝が亢進して
いることが知られており，Warbug 効果１５）と報告さ
れている。そのため，TCA回路が亢進し，FADが 

FADH２に変換されることで蛍光を失う１３，１６）ため，
FVLが起こる。細胞外マトリックスであるコラー
ゲンは，強い蛍光を発する物質である。上皮異形成
や SCC では，それらが破壊・変性されることにより
FVLが起こる１７）。これらの機序により，健常粘膜
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３９０ 森川，他：口腔粘膜観察用光学機器による口腔粘膜疾患の解析 

表３ 口腔粘膜観察用光学機器に関する報告
これまで感度は２２．０～１００％，特異度は８．４～７７．０％と報告されてい

る。本研究の視覚的評価では，感度は９６．６％に対し，特異度は４．０％
であった。半定量的評価（輝度・変動係数・輝度率）では，感度は５９．３
～７１．２％，特異度は７８．０～１００％であった。

発表者 報告年 対象 症例数 感度 特異度 

Marzouki１８） ２００６ SCC，OPMD ８５ ９２．０％ ７７．０％ 

Rana１９） ２０１２ OPMD １２３ １００％ ７５．０％ 

Babiuch２０） ２０１２ OPMD ５０ １００％ １２．５％ 

Hanken２１） ２０１３ OPMD １２０ ２２．０％ ８．４％

本研究
視覚的評価 ９６．６％ ４．０％
半定量的評価 ２０１７ SCC，OLP ５５
輝度 ６１．０％ ７８．０％
輝度率 ５９．３％ １００％
変動係数 ７１．２％ ９２．０％

では FVRを示すのに対し，角化亢進部では照射光
の散乱を来し FVAを生じ，上皮異形成や  SCC で
は新生血管の増成，嫌気性代謝の亢進による FAD
の低下，コラーゲンの破壊・変性により FVLが生
じる。
これらの特性を生かし，これまで，口腔粘膜疾患

とくに  OPMDや  SCC に対し口腔粘膜観察用光学
機器を併用したスクリーニングの報告２，３，１８－２０）がされ
てきた。Marzouki ら１８）は OPMDと  SCC の８５例の検
討で，感度は９２．０％，特異度は７７．０％，Rana ら１９）

は OPMD１２３例の検討で，感度は１００％，特異度は
７５．０％と，感度・特異度ともに高率であったと報告
している。一方，Babiuch ら２０）は OPMD５０例の検討
で，感度は１００％と高率であったが，特異度は１２．５％
と低率であり，良性疾患との鑑別に注意すべきとの
見解を示している。さらに，Hanken ら２１）は OPMD
１２０例の検討で，感度は２２．０％，特異度は８．４％とと
もに低率であり，口腔粘膜観察用光学機器は低侵襲
で簡便だが，使用方法や判断の熟練が必要であると
している。このように，報告により差があるのが
現状である（表３）。本研究での視覚的評価では，
SCC症例で９６．６％と高い感度を示したが，特異度
は４．０％と低率であった。これらの視覚的評価は，
FVLの有無を判定基準としており，OLPのような
炎症性疾患では，血管の拡張を来し FVLを呈する
ため，SCCとの鑑別が困難であると考えられる。
そこで，本研究では，従来の視覚的評価の他に，

画像解析ソフトを用いて半定量的評価を試みた。そ
の結果，輝度・輝度率・変動係数で有意な差異を認
め，半定量的評価は有用であることが示唆された。
とくに輝度の変動係数は，OLPに対し SCC では有
意にばらつきを認め，SCCは不均一であった。ま
た，Surface plot でも，SCCは OLP と比較し，不
均一な状態を示していた。近年，悪性腫瘍では，腫
瘍内不均一性について報告されており２２），本研究の
変動係数は，この腫瘍内不均一性について示してい
る可能性が示唆された。また，病変部との境界は，
OLPでは明瞭であったのに対し，SCCでは不明瞭
であった。SCCでは周囲に Field Canceraization と
呼ばれる上皮異形成を伴っていることが多いとさ
れ２３），そのため境界不明瞭となった可能性が示唆さ
れた。このように IllumiScan Ⓡを用いた OLP と SCC
の鑑別は有効であることが示唆された。
この口腔粘膜観察用光学機器は，自然光など環境

因子による影響を完全に排除することは困難であ
る。本研究では可及的に同一条件とするように努め
た。しかし，実臨床では，大きく影響することが考
えられる。そこで，本研究では対照の健常粘膜部を
設け，輝度率とすることで是正を試みた。その結
果，輝度率でも有意な差異を認め，有効性について
示唆された。現在は，症例数が少ないため，今後さ
らに症例数の蓄積を行うとともに，白板症などの他
の OPMDとの鑑別について，さらには他の口腔粘
膜観察用光学機器 VELscope Ⓡなどの違いについて
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も検討を行っていく予定である。

結 語

口腔粘膜観察用光学機器 IllumiScan Ⓡを用いた，
輝度・変動係数・輝度率を用いた半定量的評価は
OLPと SCC の鑑別に，有用であることが示唆され
た。

本研究に関して，開示すべき利益相反状態は無い。

本研究の要旨は，日本歯科医学会主催 第３２回「歯科医学
を中心とした総合的な研究を推進する集い」（２０１６年９月３
日，東京）において発表し，優秀発表賞を受賞した。
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Analysis of oral squamous cell carcinoma and oral lichen planus 
using the “IllumiScanⓇ” optical instrument 

Takamichi MORIKAWA１），Hiroki B ESSHO２），Ayako K OZAKAI１）
 

Ayaka KOSUGI１），Takahiko S HIBAHARA１）


１）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
２）Department of Oral Pathobiological Science and Surgery, Tokyo Dental College 

Key words : optical instrument, oral potentially malignant disorders, oral cancer, oral lichen planus

［Introduction］Various mucosal diseases，such as oral potentially malignant disorders（OPMD），squamous 
cell carcinoma（SCC），and inflammatory disease，can develop in the oral cavity． It is difficult to
differentiate between these conditions． Optical instruments are non-invasive and can be used to perform
repeated examinations． Since ２０１０，we have used optical instruments to improve the diagnosis and
treatment of oral disease． In this study，we aimed to clarify the usefulness of conducting visual and 

semi-quantitative evaluations of the oral mucosa with the IllumiScanⓇ optical instrument for differentiating 

between oral lichen planus（OLP），which is an OPMD，and SCC．
［Object］Fifty-five patients that were diagnosed with OLP or early stage tongue SCC at the Department of
Oral and Maxillofacial Surgery，Tokyo Dental College in Chiba，between２０１３ and２０１６were selected．
［Result］In the visual evaluations performed with the optical instrument，the fluorescence visualization 

loss（FVL）rate did not differ significantly between the SCC and OLP patients（SCC：９６．６％ vs． OLP：
９６．０％）． In the semi-quantitative evaluations，SCC exhibited lower luminance values than OLP（SCC：
３７．９vs． OLP：６１．３，P＝０．０２５）． The luminance coefficient of variation for SCC was higher than that 
for OLP（SCC：０．２３vs． OLP：０．１４，P＜０．００１）． The percentage luminance value for SCC was lower 
than that for OLP（SCC：６２．９％ vs． OLP：８１．８％，P＜０．００１）． None of the other examined parame-
ters，including the area and standard deviation of the lesion and the area and luminance of the control
differed significantly between the SCC and OLP lesions．
［Conclusion］It was suggested that performing semi-quantitative evaluations of luminance，luminance-
related dynamic coefficients，and luminance factor using the IllumiScan Ⓡ optical device during examina-
tions of the oral mucosa are useful for discriminating between OLP and SCC．

（The Shikwa Gakuho，１１７：３８３－３９２，２０１７）
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