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は じ め に

頭頸部腫瘍を含め外科的に切除された組織は，

古くから病理組織学的に検索されている。その基

本的な手技は，病理解剖を通じて顕微鏡の導入と

組織技術の改善が顕著であった１９世紀の終わりか

ら２０世紀初頭には完成されていたと言われる１）。

以来，治療法の変遷とともに免疫組織化学の導入

などその方法も変化してきたが，現在でも治療方

針を決定する生検診断はもとより，手術切除検体

においても，病理組織学的検索は多くの情報を提

供している。しかしながら，その検体の取り扱い

や方法は様々で，統一された見解はない。概要を

記した成書は散見されるが２）３），口腔領域は極めて

少ない４）５）。治療成績の報告も数多く成されている

が，その検索方法に関する記載はほとんどない。

治療効果を異なった検索方法で評価，比較するこ

とは，厳密な意味では困難である。腫瘍の大き

さ，深達度，切除断端の腫瘍組織の有無，治療効

果など病変の性格を知る上で不可欠な事項に関し

てさえも，施設間での格差は予想以上に大きい。

我が国での癌の臨床病理的な取り扱いを定めた癌

取扱い規約も，頭頸部癌の記載は極めて不備であ

る６）。耳鼻科，歯科・口腔外科，形成外科など多

分野におよぶ領域であることから統一がとれない

こともあるが，病理サイドの関心が薄いことも原

因と思われる。

著書は病理診断業務を通じて，口腔癌の取り扱

いの不備を痛感し，再三口腔癌手術材料の取り扱

いについての標準化を提言してきた７）８）９）。舌癌に

ついても１５０例近い症例で，sampling 法や報告書

の記載などを模索し，現在ほぼ標準化した方法

Breadloaf step sectioning（BLSS）法を確立し使用

している。今回はその方法を詳細に記述するとと

もに切除断端や病理診断基準などについて考察す

る。

１．（BLSS）の手順

（BLSS）法は前顎断で，可及的に多くの切除断

端を観察し，点の観察を面の観察に集簇する方法

である。診断には癌と周囲の組織との連続性（上

下方向）あるいは半連続性（前後方向）の観察が重

要となる（図１）。

１）切除材料の位置的関係など全体像を把握する

肉眼写真や臨床医の意見を参考にして，切除物

の肉眼的形態や解剖学的位置の確認を行う。可能

な限り臨床医の立ち会いで行うが，不可能な場合

は生検時や手術時の写真や申し込み書の記載など

を参考にして，切除部位と細胞診や生検の部位，

迅速部位などとの関係を確認する。ホルマリン固

定後は組織が萎縮，退色するので切除物はカラー

コピーにて記録し，未固定時の写真と対応させな

がら，潰瘍や白斑の範囲を計測する。また切除断
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端部を確認し，断端から腫瘍部までの距離を記録

する（図２）。

２）前顎断で，幅約２～３mm 間隔で細切する

白板症や初期浸潤癌あるいは加療によって著し

く癌が縮小した例では幅２mm，伸展癌では３mm

で食パンを切るように細切している（図２）。中心

部で２分して，各々の切片の外側の部分を観測す

るために薄切面をカラーコピーにて記録する。こ

の段階で肉眼的にも，腫瘍の範囲がある程度確認

できる。そのため臨床医が立ち会った場合は無論

のこと，カラーコピーでも断端の腫瘍の有無など

を確認でき，執刀者が断端から腫瘍部までの距離

を実感できる。

３）カセットに包埋可能な大きさに分割し，すべ

ての標本を作成する（図３）

中心部（扇状の要の部分）で深達度に違いが出る

場合は，包埋面を逆にして再度薄切する。また断

端で癌とのつながりが懸念される場合は，最外側

標本の連続切片を作成する。切除範囲が広く標本

の数が多数となる場合は，ガラス一枚に数切片乗

せると，検鏡しやすい。

４）検鏡し簡易マップを作成する

癌や異型上皮は，周囲の組織との対比から判断

されるべきで，可及的に連続した切片で観察する

ことが望ましい。とりわけ口腔癌では移行的な像

が多く，断端の判定は困難なことが多い。また断

端側で異型の程度が減衰しているような場合は，

全体像を知る必要がある。これらの検鏡所見から

癌の拡がりなどの計測を行い，簡易マップを作成

する（図４）。初期癌では“front"と呼ばれる境界

が判定の一助となることが多いが，この場合も連

続した切片での観察が必須である（図５）。一断面

での判定は連続性がある程度把握できる標本での

判定より難しい。生検診断が難しい所以である。

口腔癌を診断する（口腔）病理医は，つながりのな

い切片で断端を判断する危険性をもっと知らなけ

ればならない。

図２ BLSS 手順の模式図。幅２－３ミリの短
冊状の step sectioning を行う。

図１ BLSS の模式図。斜線部分は切除断端を
示す。

図４ BLSS 手順の模式図。簡易マップを作成する。

図３ BLSS 手順の模式図。観察面に注意し，
カセットに入れる。
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２．報告書の記載

１）記載方法

現行の頭頸部癌取り扱い規約６）では，肉眼所見

と腫瘍の進展度に関する記載として切除材料につ

いては�腫瘍の肉眼形態（管腔臓器：隆起型，表

層型，潰瘍型，混合型など，実質臓器：被包型，

浸潤型など）�腫瘍の大きさ（３方向）�切断端か

ら腫瘍までの距離を記載するようになっている。

また組織標本については�組織型と分化度分類�
腫瘍の深達度（特に管腔臓器について）�血管・リ

ンパ管侵襲の有無�リンパ節移転の有無とその部

位�切除断端から腫瘍までの距離�原発性多発癌

の有無を記載することとしている。しかし，他の

領域では簡単な略語で記載され，臨床データとし

て利用しやすいよう工夫がなされているが，頭頸

部腫瘍では徹底されていない。著者は，取扱い規

約の分化度など通常の表記とともに，�癌の広が

り（pT：標本上での計測）�周囲の異型上皮の有

無（dys：断端における異型上皮の存在と癌との

つながり）�深達 度（depth : m，sm１－３，mp

１，２）�深部浸潤と側方伸展との関係（ie：上皮

内伸展が顕著であるか否かの表示）を報告書に記

載している７）８）１１）。これにより，癌の性格を把握す

ることができ，厳重な follow up が必要な症例を

明確にし，再発の危険性の高い部位を特定するこ

とができるようになった。特に断端に異型上皮が

みられた場合（dys＋）は，後療法の必要性を臨床

医に進言している。

�癌の広がり（pT）

ホルマリン固定後の検体と実際の生体での大き

さ，距離とは若干異なるが，一応の目安として腫

瘍の大きさを前後径，上下径，深さとして記載し

ている。いわゆる pT 分類で，一連の標本中最長

の部位を測定している。また加療によって腫瘍が

縮小した場合でも，壊死した組織を腫瘍断端とし

て測定している。しかし組織学的に，細胞，組織

の破壊，変性など加療による変化を判定すること

は困難で，明確な目安はない。現在，肺癌に用い

られていた大星・下里 Grade１０）を転用している

が，口腔癌には必ずしも適しておらず新たな分類

が必要であり，現在検討中である。

�周囲の異型上皮の有無（dys）

断端の評価では，腫瘍細胞の存在とともに，そ

れより異型の弱い，いわゆる異型上皮の有無が問

題となる。とくに癌との連続性が示唆される異型

上皮が断端にある場合は，上下方向では，増殖

マーカーを用いて，その染色態度や連続性から癌

部とのつながりを判断する。また前後方向では，

断端切片の step section を行い，異型上皮の有無

を（－），（＋）で表示している。その際，分裂像の

みられる位置，数，異型分裂像の有無，核細胞質

比の増加，増殖している細胞の核の形状，核のク

ロマチン量，核小体の腫大など主に細胞異型に

よって癌との連続性を判断している。（＋）の場合

はその部位を明示する１１）。

�深達度（ｄ）

食道癌などでは内視鏡所見から腫瘍の深達度診

断が可能となったが１２），可視的な病変にもかかわ

らず口腔癌では判定が困難である。組織学的に

も，上皮内癌と初期浸潤癌の区別や異型上皮や癌

の範囲は，診断する病理医によって異なる。著者

は粘膜筋板が曖昧な口腔組織の特徴を考慮して，

癌が上皮内に存在する場合をｍ，わずかに上皮下

に浸潤した場合を sm１と規定し，上皮内癌と厳

密に診断し得ない場合はすべて sm１としてい

る７）８）１１）。また同様に筋層に極めて近い部位にまで

浸潤している場合は sm３とし，sml と sm３の中

間を sm２と表示している。さらに筋層にわずか

図５ 癌周辺の移行を示す模式図。上皮内伸展
癌や初期癌浸潤癌では，健常粘膜との間に

“front”（矢印）が観察されることが多い。
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でも浸潤している場合を mp１とし，それ以上の

深部への浸潤を mp２と記載している。筋層への

浸潤の有無など様々な要因が予後と相関するとの

論文や１３）１４），浸潤様式との関係を主張する意見１５）１６）

があり，今後の検討も必要である。

�深部浸潤と側方伸展との関係（ie）

癌の上皮内伸展に着目し，深部浸潤と側方伸展

との関係を，上皮内伸展が上皮下層以下の拡がり

より小さいもの（－と表示），上皮内伸展が上皮下

層以下の拡がりと同じか，越えても下層以下の拡

がりの２倍未満のもの（＋と表示），上皮内伸展が

上皮下層以下の拡がりの２倍以上のもの（＋＋と

表示）とに３分した。

側方への伸展が顕著なものでは，断端の判定が

困難な場合が多い。逆に側方伸展が少なく，深部

への浸潤が著しい癌（ie－，d : mp２例）では臨床

的な腫瘍の大きさ判定に誤差が生じやすい。この

type の癌は高齢者に多いことが著者らの研究で

明らかになったが，我々はこれを Pitfall type と

呼んでいる１７）。深部浸潤と側方伸展との関係を知

ることは，周囲の異型上皮の有無（dys）とともに

予後を推定する上で重要である。

２）実際の記載例

症例

患者は５０歳男性で，８ヶ月前に右舌側縁の血腫

を自覚。１ヶ月後に白斑に移行したため，自覚か

ら４ヶ月後に東京歯科大学市川総合病院歯科・口

腔外科来院（図９－１に初診時肉眼写真を示す）。

右下７舌側咬頭鋭縁を削合するとともに，患部の

擦過細胞診を施行。Class�と診断され，舌白板

症の臨床診断のもと，癌の可能性も考慮して摘除

生検した。その時の大きさは直径１１×８．５mm で

あった。病理組織診の結果は，高分化型の初期浸

潤癌であった。

初診時肉眼像と固定後の切除検体を比較する

と，後者が手術時のマーキングのために着色され

ていることと size が縮小していることを除け

ば，白斑と赤色部の微妙な移行像も判断できる（図

９－２）。前方から前顎断２mm 幅で BLSS にて

切り出し，中央部で扇状に並べ，薄切面のカラー

コピーをとる。薄切面を詳細にみると，�～�の

角化が厚く口底側に偏位していることが判る（図

９－３）。２倍に拡大コピーすると，より明瞭と

なる。顕微鏡所見と対比し，症例を蓄積すれば，

肉眼での切除範囲設定に役立つことは想像に難く

ない。実際の患者を視診する場合も，２倍程度の

拡大鏡はこのような初期癌には有効である。消化

管の内視鏡検査が発達した理由はこの辺にもあ

り，肉眼観察が容易である口腔癌視診型を見直す

時期に来ている。全ての標本を作成する step sec-

tioning を行うが，１枚のガラスに切片を乗せる

と検鏡しやすい（図９－４）。癌部の特定は，周囲

の像と対比しながら行い，前述した癌の拡がり

（pT），周囲の異型上皮の有無（dys），深達度

（ｄ），深部浸潤と側方伸展との関係（ie）を主体に

検鏡する。本例は１１等分中，最前方と最後方（上

皮はない）を除いた９切片で異型な上皮がみら

れ，特に肉眼的に白斑の目立った�から�では，

間質への浸潤が認められた。同部では棍棒状ある

いは小滴状の異型性の顕著な釘脚の延長がみられ

るが，分化勾配が維持され，表層には錯角化およ

び過角化が認められた（図９－５）。表層の剥離細

胞診では，判定が困難な症例で，口腔癌の初期の

像としては比較的多い type である１８）。検体は幅

２mm で切り出されており，前後径２mm×９＝

１．８cm，上下径は最長（�部）１．５cm，最深部（�
部）０．１cm で，pT１（１．８×１．５×０．１）で あ る。腫

瘍は上皮内伸展が顕著で，上皮内伸展が上皮下層

以下の拡がりの２倍以上であることから，ie（＋

＋）とした。また浸潤癌と明確な判定ができる部

位が少ないことから深達度は sm１である。�部

切片の口底側では，レーザー焼灼のために辺縁の

形状が曖昧で（図９－５），癌から口底断端に至る

増殖マーカー Ki６７の免疫染色の衰退もない（図９

－６）。また上皮部分の最後方切片�にも同様の

異型上皮が認められたことから，dys（＋）と判断

した。後療法として追加切除を提案し，臨床医と

の協議の上，外科的追加切除が決定された。本例

では，中央部では健常上皮との間に斜めの front

が観察された（図９－７）。診断は以下の通りであ
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る。

Tongue, rt. side, excional biopsy－Squamous

cell carcinoma, well differentiated type, early

invasive, pT 1（１．８×１．５×０．１）, sm 1, dys（＋）

（floor of the mouth & posterial）, ie（＋＋）, 1 y

（－）, v（－）, see description

初回切除２ヶ月後に，後方および口底側を主体

に６０×２５×１５mm の大きさで追加切除がなされ

た。追加切除材料も同様に BLSS で検索し，中央

の一部に摘除標本と類似の異型上皮がみられた

が，断端は全て健常粘膜であった。現在まで約１

年間，１ヶ月に１回程度の観察を行ったが，再発

や後発転移はみられていない。このような一連の

作業を行うことで，完治率が極端に向上した。手

術執刀医とは細胞診採取時，sampling 時の立ち

会い，顕微鏡を用いての後療法の有無の検討など

密接な関係を常に維持し，ほぼ予後が確定した段

階で総括的な解説を行っている。

３．考 察

１）“Handling techniques”

外科切除材料や迅速検体の病理組織学的な検索

にはいわゆる“切り出し”，sampling が必要であ

る。検索の主旨や経済的な問題によって種々の方

法が試されてきた４）。最も一般的な方法は，皮膚

科の検体によく用いられる cross sectioning であ

る（図６－�）。この方法は簡便で，経済的にも優

れているが，腫瘍の中心部のみの観察となる。長

軸あるいは短軸に数片の切り出しを行う方法もあ

る（図６－�）。この方法は著者の BLSS の原型で

ある。切除断端の検索に主眼を置く場合は，切除

断端辺縁を一周するように切り出した後に，最大

割面を切り出す combination 法が用いられる（図

６－�）。この方法は小さな材料の迅速診断には

比較的多く使用されるが，断端の腫瘍の有無は，

その切片のみで判断され，腫瘍中心部とのつなが

りは判定できない。さらに多数の断端の検索を必

要とすることになるが，連続性を重視すると

Breadloaf sectioning 法が望ましい（図６－�）。

著者は切除幅として１mm から５mm まで試行し

たが，当然幅が広ければ情報量は少なくなる。症

例を重ねるうちに，３mm 幅でも腫瘍の範囲が同

定できない症例を経験するようになった。特に初

期癌や化学療法著効例では，２mm 幅が必要であ

る。

２）“Surgical Margin”

“surgical margin に近接している”という表現

についても，各病理医によって意図するところは

異なる。外科病理医のアンケート調査を提示した

論文によれば，病理医によって数個の細胞から約

５mm までの差が認められた１９）。最近の大腸癌取

扱い規約２０）では，摘除断端は粘膜断端と粘膜下断

端に分けて検討し，病変が断端近傍まで達してい

る場合陽性とするとしている。そして断端陽性の

基準は今日まで定まっていないこと，おおよその

目安として病変の先端部から摘除断端までの距離

が０．５mm あるいは正常腺管幅３本相当に満たな

い場合とすることが記載されている。口腔癌では

おおよそ１cm の安全域をもって切除されること

が多いが，断端陽性の明確な基準はない。我々

は，切除断端の切片に腫瘍細胞が認められた場合

を陽性，１枚内側（約２mm 内側に位置）に腫瘍細

胞がみられた場合を近接と表現し，切除断端の切

片を step sectioning し癌との連続性を検討する

ことにしている。また癌とは断定できないが，異

型の高度な上皮が認められた場合も同様に癌との

�Cross sectioning method，�Parallel sectioning
method，�Combination method，�Breadloaf section-
ing method

図６ 種々の sampling 法の模式図
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連続性を検討している。著者は予後因子のうち，

断端の腫瘍の有無が最も重要と考えている。切除

断端陽性あるいは腫瘍が近接していた患者の５０～

８０％は，局所再発や再切除検体に腫瘍の残存を認

めたとする報告もある２１）。我々のデータでは深達

度の浅い表在癌でも側方伸展型（ie＋＋例）は局所

再発率や後発転移率が高い（未発表）。しかし断端

陰性と判定された患者の１５～３０％にも再発がみら

れるという。この点においては，口腔癌では迅速

診断での判定が問題となろう。迅速の検体採取の

方法も施設間で差がみられるが，胃や食道のよう

な管腔臓器と違い，口腔内の手術ではほとんどの

局面が切除断端と言っても過言ではない。可及的

に多くの検体を検索するとしても，検体は不連続

であり，偽陰性の可能性があり，迅速診断での判

定を過信してはいけない。本来，迅速診断は，手

技の変更や拡大手術の決定などに用いられるべき

で，口腔癌の断端の判定には不向きと考える。迅

速診断は参考程度にし，実際の判定は永久標本の

詳細な検討（BLSS）によることが望ましい。初期

癌の多い近年は判定が困難で，迅速標本では断定

しがたい場合も少なくない。また永久標本でも，

偽陰性例では小さな娘結節，上皮内癌のような多

発性病変，埋入した腫瘍成分，傍神経浸潤などが

認められることがある。Cross あるいは parallel

sectioning method では見落とす可能性がある。

さらに化学療法や放射線療法後の切除検体では，

組織の破壊も多く，より複雑となる。

３）“Criterion”

図７は Border line lesion を示した模式図であ

る。中央の人物だけでは良悪の判定は難しい。左

右二人の様子と比較することで判断する。右の悪

性に近いか，左の良性に近いかは判断する人によ

る。判断の基準は記憶（経験）や実際の比較によ

る。病理診断も類似の思考形態をとるために経験

の多い病理医ほど中心の人物と判定する（border-

line とする）率は低い。図８は多くの病理組織標

本にみられる良性から悪性への連続性を模した図

である。診断には全体像が重要で，常に周囲の像

との対比から判断する必要がある。口腔癌の病理

組織学的検索に BLSS を採用する理由である。し

かし，残念ながら実際の口腔癌の診断基準は曖昧

で，診断医によって異なった診断がなされること

も少なくない。特に前癌病変と早期癌については

差が著しく，遺伝子異常などについては未だ研究

段階である２２）。また診断そのものについても，近

年の研究偏重の弊害から，外科病理学を専攻する

病理医は極めて少ない。アメリカでは１００床に１

名の外科病理医が居ると言われているが，我が国

では極めて少なく，多くの病理医は診断研修会へ

の参加さえままならない。胃癌，大腸癌などで，

かつて病理医の診断格差が問題となったが２３），口

腔病理を含めて病理医間で口腔癌の診断基準につ

いて話し合われたことはない。臨床からの問い合

図７ Border line lesion を示す模式図。中心
の人物が Border line で，熟練した病理医
ほど，この領域が狭い。

図８ 良性から悪性までを模式的に表現した図。診断
に際しては，常にこれらの連続性に注意し，その
程度を判断することが要求される。
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わせもわずかで，問題を助長している。Sampling

と共に重要な課題である。最近この診断基準作成

に向けた試みとして，病理医間の診断の違いを検

討したが，表層分化を残し，浸潤の曖昧な病変も

初期癌として捉えることが我が国では一般的とな

りつつあるようである（図９－５）。胃癌，大腸癌

の判定基準も同様の傾向があるが，国際的な診断

基準との間にまだ若干の差が認められる。口腔癌

においても早急に国際的な診断基準の作成が望ま

れる。遺伝子診断が行われるようになり２５），一部

では現在の病理組織学的な診断が，時代遅れで遺

伝子診断がすべてのような意見がある。しかし現

在行われている遺伝子診断も HE 染色が基盤と

なっていることを忘れてはならない。かつて免疫

染色が台頭した頃，同様に border line lesion が

すべて解決すると思われたことがあった。現在，

免疫染色では癌か癌でないかを判定しえる抗体は

なく，腫瘍の組織起源を明確にできる抗体はわず

かしかない。もちろん病理診断も遺伝子診断へ移

行する努力を怠ってはならないが，どのような手

技を用いても border line は残ると思われる。病

理組織的診断が主流の，現時点では，施設の病理

医と治療を行う医師の間で診断と処置とに明確な

基準が設けられているかが問題である。病理医間

で診断に差が生ずるような，いわゆる border line

であった場合の処置をどのようにするかあらかじ

め決めておかなければならない。そしてその決定

が一方通行ではなく，病理医と外科医の双方で協

議されることが望ましい。さらに患者を交えた３

者での協議の上で，処置が決定されることが理想

である。

４）“Co－operation”

優秀な外科医は優秀な病理医を育て，優れた病

理は優れた外科を育てるという。病理と臨床の密

接な関係は双方にとって重要である２５）。たとえば

細胞診検体の採取にあたっては，極力病理医や細

胞検査士など実際に診断する者が立ち会う様にす

べきである。実際，白斑病変の多い口腔癌では採

取部位の選択も重要で，細胞診標本のみでは判定

しがたい場合もある。最低限肉眼写真の添付が望

まれる。またもともと臨床家が主体であった細胞

診の歴史を考えると，口腔外科医の細胞診への参

加も要求される。同様に生検への病理医の立ち会

いは，生検部位の確認や肉眼形態の把握に役立

つ。BLSS の有効活用においても，臨床医立ち会

いのもとでの samplng や頻繁な conference など

が望まれる。臨床医にとっては sampling に立ち

会うことで，癌と切除線の関係や癌の拡がりを実

感できる。病理医にとっても周囲の組織との解剖

学的位置関係や切除断端の確認，迅速診断との関

係を知る上で重要である。

お わ り に

悪性腫瘍の正確な臨床的記述や病理組織学的分

類は，�臨床医の治療計画作成に役立ち，�予後

について何らかの示唆を与える，�治療効果を評

価する一助となる，�治療センター間の情報交換

を容易にする，�人がんの継続的研究に寄与する

と言われている２６）。口腔がんにおいては，この目

標は達成されたとは言い難い。特に病理組織学的

検索については，sampling 方法，記載方法，診

断基準などの標準化が当面の目標である。今回の

BLSS の記述が少しでも担がん患者の治療に貢献

できるよう，さらなる精進が必要がある。
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図９－１ 初診時肉眼写真。舌背側に白斑と糜爛が
認められる。口底側には薄い，境界が不明瞭な
白斑が連続している。

図９－２ 切除材料。左；未固定，右；固定後。両
者に大きさの違いはあるが，白斑などの位置関
係は同様である。

図９－４ 組織標本をすべて，一枚のガラスに乗せ
ると観察が容易である。右が舌尖側，上が舌背
側。

図９－３ １１等分した薄切面（検鏡面）のカラーコ
ピー。白斑の深さや位置および病変の範囲を確
認する。右が舌尖側，上が舌背側。

図９－５ 舌尖から４枚目の標本の HE 染色パノラマ写真（弱拡大）。
右が口底側断端。癌から移行した異型上皮が断端にも認められる

（癌との連続性がみられる）。

図９－６ 同標本の増殖マーカー Ki６７の免疫染色パノラマ写真（弱拡
大）。右が口底側断端。癌部と断端部はほぼ同様の陽性所見。

図９－７ 同標本中央部の HE 染色像
（中拡大）。癌部と健常部の間に斜め
の境界部“front”が認められる。
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