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抄録：TNM Classification of Management Tumors
の第８版が２０１７年に発表され，口腔癌は，T分類に
Depth Of Invasion という新たな概念が加わり，N
分類に節外浸潤の項目が追加され大幅に改定され
た。そこで今回新たな TNM分類を用いその有用性
について評価を行った。対象は２００７年から２０１６年ま
でに東京歯科大学水道橋病院口腔外科を受診し口腔
扁平上皮癌と診断された１次症例１１２例とし，TNM
分類からStage 分類を行い改定前と改定後におけ
る予後と治療成績について検討を行った。改定後で
はStageⅠでは５例減少し，StageⅡが４例，Stage
Ⅲが７例増加，またStageⅣaが７例減少し，Stage
Ⅳbが１例増加した。改定後では５年累積粗生存
率，５年無病生存率がStage 順になったことか
ら，今回の改定は理にかなっていると考えられた。
一方，DOI の問題点として病理組織学的な深さで
しか評価するこが出来ないことがあり，臨床分類は
治療に先立って評価されなければならないことから
世界共通の計測方法を提唱する必要があると考えら
れた。

緒 言

American Joint Committee of Cancer（AJCC）の

Cancer Staging Manual および Union for Interna-
tional Cancer Control（UICC）の TNM Classification
of Management Tumors の第８版が２０１７年に発表
された。今回，T 分類に Depth Of Invasion（以下
DOI）という新たな概念と N 分類に節外浸潤（Extra-
Nodal Extension 以下 ENE）が加えられ大幅に改定
されたことが特徴となっている１，２）。これまでの改定
にあたって，１９８７年発行の第４版の分類では口腔癌
は，T 分類の T１から T３までは第７版と変わら
ず，T４は隣接臓器浸潤のみであった。次いで１９９７
年に第５版が発行されたが改定が行われず，２００２年
の 第６版 は T４が T４a，T４b に 分 け ら れ，第
４，５版の T４が T４a として分類され，T４b に
咀嚼筋間隙，翼状突起，頭蓋底への浸潤あるいは内
頸静脈の全周性の巻き込みと規定された。２０１０年第
７版が発刊されたが改定がなかったことから，口腔
癌は３０年近く，ほぼ改定がなかった領域であったこ
とが伺える３－６）。一方で口腔癌は腫瘍の長径よりも
深さあるいは厚みが予後予測因子と相関があると報
告されており７，８），今回の改定はそれら一連の研究成
果が反映されたといえる。そこで今回新たな TNM
分類を用いて当院での口腔扁平上皮癌症例の再分類
を行い，その有用性について評価したので報告す
る。

対象および方法

１．研究対象
２００７年１月から２０１６年１２月までの１０年間で東京歯

科大学水道橋病院口腔外科を受診し口腔扁平上皮癌
と診断された１次症例で，当科および東京歯科大学
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口腔癌センターで治療を行った１１２例を対象とし
た。症例の内訳として，男性７５例，女性３７例，年齢
は２８～８６歳で平均年齢は５９．８歳であった。部位別と
しては，舌７６例，歯肉２９例，頰粘膜４例，口蓋２
例，口底１例であった（図１）。

２．DOI の測定
DOI の測定については臨床上の基準について明

確化されておらず，病理組織学的には扁平上皮癌に
最も近接して存在する非腫瘍性扁平上皮の基底膜に
水平線を設定し，その水平基準線から垂線を下し，
腫瘍細胞が存在する最深部までの距離を測定するこ
ととされている１，２）。今回はプレパラート上で腫瘍周
囲の正常粘膜の基底膜から腫瘍の最深部までの長さ
をミリメートル単位で計測した（図２）。

３．新 TNM 分類
１）T 分類

表１に従来の T 分類と改定された T 分類を示す
（表１）。T 分類は大幅に変更されており，従来の最
大径のみでなく，DOI を含めた T 分類が規定され
ている。また T４a 症例においては外舌筋浸潤の項
目が外されたため，外舌筋への浸潤の有無について
は造影 MRI の T１強調画像上で評価を行い，腫瘍
の大きさおよび DOI に準じて再分類を行った。
２）N 分類

N 分類は cN 分類，pN 分類ともに ENE の項目が
追加されており（表２），術前から判断が必要となっ
た。術前の判断基準については⑴周囲隣接組織への
強い癒着や結合を示す軟部組織の浸潤，⑵皮膚浸
潤，⑶神経麻痺が記載されており，身体所見と画像

図１ 性別，部位別：口腔扁平上皮癌症例の性別および部位別を示す

図２ DOI 計測方法：扁平上皮癌に最も近接して存在する非腫瘍性扁平上皮の基
底膜に水平線を設定し，その水平基準線から垂線を下し，腫瘍細胞が存在する
最深部までの距離を測定する

大野，他；TNM 分類第８版を用いた口腔扁平上皮癌の再分類９８
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表１ T 分類変更点：変更になったところを下線で示す。T４a から外舌筋浸潤が外された

第６版（２００２） 第８版（２０１７）

T１ 最大径が２cm 以下の腫瘍 最大径が２cm 以下の腫瘍で DOI が５mm 以下の腫瘍

T２ 最大径が２cm をこえるが４cm 以下の腫瘍 最大径が２cm 以下で
DOI が５mm をこえるが１０mm 以下の腫瘍
最大径が２cm をこえるが４cm 以下の腫瘍でかつ DOI
が１０mm 以下の腫瘍

T３ 最大径が４cm をこえる腫瘍 最大径が４cm をこえる腫瘍また
DOI が１０mm をこえる腫瘍

T４a 隣接臓器浸潤（皮質骨，外舌筋，上顎洞，皮膚） 最大径が４cm をこえ，かつ深達度が１０mm 以をこえる
腫瘍
下顎または上顎洞の骨皮質骨を貫通する。または顔面皮
膚に貫通する腫瘍

T４b 隣接臓器浸潤（咀嚼筋間隙，翼状突起，頭蓋骨，内頸動
脈への全周性の浸潤）

咀嚼筋間隙，翼状突起，頭蓋骨，内頸動脈への全周性の
浸潤

第６版（２００２）

N１ 同側の単発性リンパ節転移で最大
径が３cm 以下

N２a 同側の単発性リンパ節転移で最大
径が３cm をこえるが６cm 以下

N２b 同側の多発リンパ節転移で最大径
が６cm 以下

N２c 両側あるいは対側のリンパ節転移
で最大径が６cm 以下

N３ 最大径が６mm をこえるリンパ節
転移

第８版（２０１７）
臨床的分類 病理組織学的分類

cN１ 同側の単発性リンパ節転移で最大
径が３cm 以下
かつ節外浸潤なし

同側の単発性リンパ節転移で最大
径が３cm 以下
かつ節外浸潤なし

cN２a 同側の単発性リンパ節転移で最大
径が３cm をこえるが６cm 以下
かつ節外浸潤なし

同側の単発性リンパ節転移で最大
径が３cm をこえるが６cm 以下
かつ節外浸潤なし

cN２b 同側の多発リンパ節転移で最大径
が６cm 以下
かつ節外浸潤なし

同側の多発リンパ節転移で最大径
が６cm 以下
かつ節外浸潤なし

cN２c 両側あるいは対側のリンパ節転移
で最大径が６cm 以下
かつ節外浸潤なし

両側あるいは対側のリンパ節転移
で最大径が６cm 以下
かつ節外浸潤なし

cN３a 最大径が６mm をこえるリンパ節
転移

最大径が６mm をこえるリンパ節
転移

cN３b 単発または多発性リンパ節転移で
臨床的節外浸潤あり

単発または多発性リンパ節転移で
臨床的節外浸潤あり

表２ N 分類変更点：変更になったところを下線で示す。臨床的分類と病理組織学的分類に２分され，臨床的に ENE 陽性は cN３b
となる

歯科学報 Vol．１１９，No．２（２０１９） ９９
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所見から疑いのない場合に節外浸潤ありとしてい
る。今回は病理組織学的に評価を行い，再分類を
行った。
３）M 分類

M 分類に変更点はないため，従来通りに分類を
行った。

４．検討方法
TNM 分類から Stage 分類を行い，改定前と改

定後における予後と治療成績について，Kaplan-
Meier 法により，５年累積粗生存率および５年無病
生存率を求め検討を行った。

本研究は東京歯科大学倫理審査委員会で承認され
ている（受付番号８４７）。

結 果

１．T 分類
評価に DOI を加えることで，１８例の T 分類が変

更となった。T１症例は５例減少し，４例が T２症
例へ，１例が T３症例に変更となった。T２症例は
７例が変更となり，全て T３症例となった。また T
４a 症例は１１例中７例が T２症例へと変更となった

（図３）。

２．N 分類
pN に ENE と同側多発転移を１例認めており，N

２b が N３b へ変更となった。

３．Stage 分類
T 分類および N 分類から Stage 分類を行った（図

４）。改定前と改定後では StageⅠでは５例減少し，
StageⅡが４例，StageⅢが７例増加，また StageⅣ
a が７例減少し，StageⅣb が１例増加した。

図３ T 分類：DOI を加えることで，１８例が変更となった

図４ Stage 分類：pN に ENE が１例認めており，N２b が N３b へ変更となり StageⅣb が
１例増加した

大野，他；TNM 分類第８版を用いた口腔扁平上皮癌の再分類１００
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４．症例別詳細
改定により分類が変更になった症例の詳細を表３

に示す。変更になった症例でリンパ節転移は４例，
再発は３例であり，うち３例が原病死であった。

５．５年累積粗生存率，５年無病生存率
Stage 別に改定前と改定後の５年累積粗生存率お

よび５年無病生存率を示す（図５）。改定前は Stage
Ⅲの全症例が生存していたが，改定後では Stage
分類に準じた生存率となった。

考 察

今回，刊行された第８版１，２）は頭頸部がんに関する
研究で解明されたことを反映し，予後予測や治療計
画が立てやすくなっていると述べられている７）。変
更された点は，①口腔癌の T 分類において DOI の
追加，②リンパ節転移における ENE の有無が変更
され，その他に１）原発不明頸部転移癌２）HPV
関連中咽頭がん３）頭頸部皮膚扁平上皮癌の TNM
分類が新たに追加された。今回の改定で口腔癌は最
も大きな改定が行われている。これまでに使用され

ていた TNM 分類は２００２年に発行された第６版３）か
ら変更されておらず，この第６版で，T４が隣接臓
器（皮質骨，外舌筋，上顎洞，皮膚）浸潤から T４
a，T４b に分類された。また T４b は咀嚼筋間隙，
翼状突起，頭蓋底への浸潤，あるいは内頸静脈の全
周性の巻き込みと規定された。２０１０年に第７版４）が
発刊されたが，口腔癌は改定されておらず，実に１４
年ぶりの改定となった。

T 分類は DOI の追加により大幅に変更される
ことになった。International Consortium for Outo-
come Research（ICOR）in Head and Neck Cancer
の報告では，国際共同大規模後ろ向き試験で，１１施
設，２２年間の口腔扁平上皮癌３，１４９例が対象となっ
ており，腫瘍そのもの大きさより深達度も重要な
ファクターとなっていることが証明され８），今回の
改定に反映されていると考えられる。また本邦にお
いても朝蔭らは，後発頸部リンパ節転移の危険因子
は腫瘍の厚みが唯一の危険因子であると報告してい
る９，１０）。また吉田らも第８版は第７版と比較して，cN
０症例の後発転移率は cT１，pT１では低下し，
cT２，pT２では上昇していることから原発巣での

表３ 症例別詳細：変更になった症例の詳細を示す。死亡例はすべて原病死であった

第６版（２００２） 第８版（２０１７）

部位 T N Stage DOI 予後 転移 再発 T N Stage

舌 １ ０ １ ６ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 １ ０ １ １１ 生存 なし あり ３ ０ ３
舌 １ ０ １ ７ 死亡 あり あり ２ ０ ２
舌 １ ０ １ ９ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ２ ０ ２ １２ 死亡 あり なし ３ ０ ３
舌 ２ ０ ２ １１ 生存 なし なし ３ ０ ３
舌 ２ ０ ２ １１ 生存 あり なし ３ ０ ３
舌 ２ ０ ２ １２ 生存 なし なし ３ ０ ３
舌 ２ １ ３ １１ 生存 なし なし ３ ０ ３
舌 ２ ０ ２ １１ 生存 あり なし ３ ０ ３
舌 ４a ０ ４a ７ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ４a ０ ４a ６ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ４a ０ ４a ７ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ４a ０ ４a ８ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ４a ０ ４a ６ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ４a ０ ４a ８ 生存 なし なし ２ ０ ２
舌 ４a ２b ４a １１ 死亡 なし なし ２ ２b ４a

歯肉 １ ０ １ ８ 生存 なし なし ２ ０ ２
頰粘膜 ２ ０ ２ １２ 死亡 なし あり ３ ０ ３

歯科学報 Vol．１１９，No．２（２０１９） １０１
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進行度を後発転移率へ反映させていた１１）。当科は他
施設と比較して StageⅠ，Ⅱの早期癌の受診件数が
多く，予後良好な症例が多いこともあるが，DOI
の概念を導入し，再分類を行ったことで５年累積粗
生存率，５年無病生存率が Stage 順になったこと
から今回の改定は理にかなっていると考えられた。
また T４においても若干の変更があった。それは診
断基準に DOI は反映されないことと，T４a におい
て外舌筋浸潤の項目が削除されていることである。
これについては「外舌筋浸潤は臨床上も病理組織学
的にも評価が困難なため，口腔癌では T４の診断基
準ではなくなった。」と説明されている。外舌筋浸
潤の評価は術前の画像診断でも診断は可能である
が，外舌筋浸潤が外れることにより，T４a 症例が

T３以下になることが考えられる。実際我々におい
ても，６例が T２へ変更されている。舌扁平上皮癌
症例は外舌筋浸潤があっても安全域を設けて十分に
切除可能なことから予後が良いことが多いが，今後
T４a の診断基準から外舌筋が除外されることで生
存率などがどのように変化するか，今後も検討して
いく必要があると考えられた。

今回の改定の要点 DOI は，病理組織学的に腫瘍
周囲の正常粘膜の基底膜から腫瘍最深部までをミリ
メートル単位で計測することである。これにより腫
瘍が外向性，内向性発育とは関係なく計測できるこ
とから施設間での差が少なくなると思われる。しか
し今回の改定では臨床上の DOI の評価が明記され
ておらず，臨床分類は治療に先立って評価されなけ

図５ ５年累積粗生存率，５年無病生存率：改定前は StageⅢ全症例が生存していたが，改定
後ではほぼ Stage 別の生存率となった

大野，他；TNM 分類第８版を用いた口腔扁平上皮癌の再分類１０２
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ればならないことから，具体的かつ詳細な DOI の
計測方法が記載されるべきであるが，今回の改定で
は明確な記載は見当たらなかった。術前の DOI の
評価として CT，MRI，US などがあげられるが，
舌および歯肉などの粘膜表層から直径１mm も満た
ない距離を各画像から判別するのは困難であるこ
と，MRI や CT においては造影病変から平均１～
２mm が depth と考えることができると報告され
ているが１２），歯科用金属によるアーチファクトが重
なった際には腫瘍の評価は困難となる。また US に
おいても簡便に測定することは可能であるが，開口
障害症例や部位によってはプローブをあてることが
困難な例もあることからすべての症例が評価できる
わけではない。頭頸部診療ガイドライン２０１８年版に
おいても DOI が５mm 以上では MRI と強い相関が
認められるが，５mm 未満では弱い相関になるため
ある程度の depth を有していれば MRI が有効と報
告されている１３）。結果に記載していないが，アーチ
ファクトで測定できない症例は除外し，我々も
MRI で DOI の検討を行ったが画像検査より病理組
織標本のほうが浅い傾向であった。楠川らは，病理
組織標本ではホルマリン固定やスライド作成の収縮
により過小評価されると報告されていることか
ら１４），臨床的評価を行うことで変更症例が増える可
能性があり臨床上の DOI については世界共通の計
測方法を提唱する必要があると考えられた。

N 分類については，転移リンパ節に ENE が追加
項目とされ，被膜外浸潤（Extra Capsular Spread
ECS）という用語が節外進展（ExtraNodal Extension
ENE）という表現に統一された。ENE は強力な予後
不良因子として捉えられており１５）臨床的，病理学的
な N 分類が追加された。病理学的な ENE について
は従来通りに病理医の診断，判定によるもので変わ
りないが，臨床的 N 分類も ENE の有無によって変
わるため，臨床医も慎重に判断しなければならな
い。判定については周囲隣接組織への強い癒着や結
合を示す軟部組織の浸潤や皮膚浸潤，神経麻痺など
の身体所見と CT，MRI，超音波断層検査（US）など
の画像所見を利用しそれぞれの特性を生かして明ら
かな転移を認めた場合に ENE 陽性と診断すること
となっている。臨床的に ENE 陽性は cN３b とな
り，頭頸部癌診療ガイドラインにおいても CDDP

も使用した化学放射線療法を併用することが推奨さ
れていること１３）から総合的な判断と治療が求められ
ることとなる。

結 論

今回の口腔癌の TNM 分類の変更に伴う治療成績
の評価への影響を検討した。その結果．StageⅠで
は５例 減 少 し，StageⅡが４例，StageⅢが７例 増
加，また StageⅣa が７例減少し，StageⅣb が１例
増加した。Stage 別の５年累積粗生存率および５年
無病生存率は，改定後では Stage 分類に準じた生
存率となった。しかし評価内容で術前の臨床的な評
価が困難なことがあるため，施設間の診断差を生じ
易く，治療成績に影響があると考えられた。
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The classification of oral cancer has undergone significant revision after the release of the ８th edition
of TNM Classification of Malignant Tumors in２０１７．Along with the addition of extranodal extension to the
N classification，a new concept called depth of invasion（DOI）was added to the list of classifications．In this
study，Utility of the new TNM classification was evaluated．A total of １１２ primary cases of patients，
diagnosed with oral squamous cell carcinoma at Tokyo Dental College Suidoubashi Hospital from ２００７ to
２０１６，were selected and classified into stages using TNM classification．Prognosis and treatment outcomes
before and after revision were compared．After revision，there was a decrease of ５ cases in stage I，
increase of ４ cases in stage II，increase of ７ cases in stage III，decrease in ７ cases in stage IVa，and
increase of a case in stage IVb．This revision was considered reasonable because the ５-year disease-free
survival rate and ５-year cumulative survival rate resulted in being rearranged in the order of stage．Since
DOI can only be assessed through histopathological depth，it is necessary to develop an internationally
accepted evaluation method to determine clinical classification prior to treatment．

（The Shikwa Gakuho，１１９：９７－１０４，２０１９）
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