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上顎洞に発生した 
ALK 陽性未分化大細胞型リンパ腫の 1 例
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1）東京歯科大学病理学講座
2）東京歯科大学口腔病態外科学講座

3）東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理

抄　録
未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）陽性未分化大細胞型リンパ腫（ALCL）は末梢性 T 細胞
リンパ腫の 1 つで、多くは若年者に発症する。今回我々は 20 歳男性の上顎洞に発生した
ALK 陽性 ALCL の 1 例を経験したので報告する。左側上顎歯肉の腫脹を主訴に東京歯科
大学水道橋病院を来院した。同部の頬舌側の膨隆がみられ、頬側には潰瘍を伴っていた。
CT 画像では左側上顎洞内に陰影像が見られたが、骨の破壊は明らかでなかった。生検に
より淡好酸性の胞体に腎臓形あるいは馬蹄形を呈する多形性核を有する腫瘍細胞が密に
増殖し、間質には好中球浸潤を伴っていた。免疫組織化学的染色において、腫瘍細胞は 
vimentin、CD30、CD45（LCA）および ALK に陽性を示した。Ki-67 index は約 60％、
p53 index は約 40％であった。このことから、ALK 陽性 ALCL と診断した。ALK 陽性
ALCL は CHOP 療法（シクロホスアミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾ
ロンの 4 種併用療法）で良好な治療結果を得ることから診断が有用である。

Key words： anaplastic lymphoma kinase （ALK）、anaplastic large cell lymphoma、
maxillary sinus

受付：2020 年 12 月 7 日　受理：2020 年 12 月 7 日

緒　　言

　未分化大細胞型リンパ腫（anaplastic large cell 
lymphoma、以下 ALCL）は CD30 陽性の末梢性
T 細胞リンパ腫の 1 つで、未分化リンパ腫キナー
ゼ（analplastic lymphoma kinase、以下 ALK）
融合タンパク発現の有無によって、ALK 陽性
ALCL と ALK 陰性 ALCL に分類される。ALCL
の中でも ALK 陽性を示すものは、他の末梢性 T
細胞リンパ腫と異なり、CHOP 療法（シクロホ
スアミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プ
レドニゾロンの 4 種併用療法）で良好な治療結果

が報告されていることから、治療方針決定に際し
て、診断が重要な要となる1）。
　今回我々は、20 歳男性の左側上顎洞に発生した
ALK 陽性 ALCL の１例を経験したので報告する。

症　　例

　患者：20 歳、男性。
　初診：X 年 3 月。
　主訴：上顎左側大臼歯部の腫脹および疼痛。
　既往歴：食物アレルギー（蕎麦、卵、大豆）。 
小児喘息。
　家族歴：特記事項なし。

症例報告

　
＊：〒 101︲0061　東京都千代田区神田三崎町 2︲9︲18
TEL：03︲6380︲9252
E-mail：chujotakatoshi@tdc.ac.jp
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　現病歴：約 2 か月前から、上顎左側大臼歯部の疼
痛を自覚し、近歯科医を受診。症状改善ないため近
医療センターを紹介受診し、CT 撮像したところ、左
側歯性上顎洞炎の臨床診断を得た。その後紹介元に
戻り上顎左側第 2 大臼歯の根管治療を行い、引っ越
しに伴い別の歯科にて抜歯するも症状が改善しない
ため、東京歯科大学水道橋病院口腔外科を受診した。
　口腔外所見：顔貌は左右対称で特に異常を認め
なかった。
　口腔内所見：口腔内は、上顎左側大臼歯部歯肉
の頬舌側の著明な腫脹および潰瘍形成を認めた。
周囲に硬結はみられなかった（図 1、2）。
　画像所見：CT 所見では、左側上顎洞に粘膜の著
明な肥厚を認めた（図 3）。MRI で左側第 2 大臼歯抜
歯窩および直上に周囲皮質骨の破壊を伴わない膨張
性発育を思わせる病変が上顎洞内に充満しており、
左側臼歯部骨髄に炎症を疑う描写がみられた（図 4）。

　悪性腫瘍疑いの臨床診断のもと、局所麻酔下に
て生検が施行された。
　病理学的所見：線維性結合組織内に、腫瘍細胞
が密に増殖していた。腫瘍細胞は、円形から類円
形を呈し、淡好酸性の淡明な細胞質を有し、腎臓
形や馬蹄形を示す多形性を示す大小不同の核を
伴っていた。また、核クロマチン濃染や異型核分
裂、核の切れ込みも観察された。腫瘍細胞間には
多数の好中球浸潤がみられた（図 5）。免疫組織化
学的染色では、腫瘍細胞は ALK で腫瘍細胞の核
および細胞質に強陽性を示し（図 6）、vimentin、 
CD30（図 7）、CD45（LCA）に強陽性を示した。
CD3、CD5 および EMA（図 8）は少数の腫瘍細
胞に散在性に陽性を示した。CD2、CD79a、S100

図 1　初診時口腔内所見

図 2　初診時口腔内所見

図 3　CT 画像所見

図 4　MRI 画像所見
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は陰性であった。また、Ki-67 index は約 60％、
p53 index は約 40％であった。
　病理組織学的診断：Anaplastic large cell lym-
phoma、ALK-positive。

考　　察

　ALK 陽性 ALCL は若年期に多いリンパ腫で、
国内では年間約 90 人と推計され、きわめてまれ
な疾患である2）。ALK 陽性 ALCL は、未分化リ
ン パ 腫 キ ナ ー ゼ 遺 伝 子 の 転 座 と ALK 蛋 白、
CD30 の強発現を伴う末梢性 T 細胞リンパ腫の１
つで、染色体異常 t（2；5）（p23；q35）により
5q35 にコードされる nucleophosmin（NPM）と
2p23 の ALK が NPM ／ ALK キメラ遺伝子を形
成し、通常では発現がみられないリンパ球に
ALK が恒常的に活性化され、過剰発現をしたチ
ロシンキナーゼが増殖制御の異常を生じ、腫瘍化
をきたすと考えられている3）。男女比は 1.2 ～
3.0：1 で男性にやや優位で、30 歳未満の若年者
に 多 い4）。Sibon ら の 報 告 に よ る と ALK 陽 性

ALCL の成人における発生頻度は 0.5％と報告し
ている5）。小児の ALK 陽性 ALCL の 352 例にお
ける臨床的特徴を報告した論文では、3 歳未満が
5％、3～16 歳が 88％、16～21 歳に 7％との報告
もある6）。リンパ節の他、皮膚、骨、軟部、肺、
腎などの節外に発生することも多いが4）、口腔領
域に発生した報告はごくわずかである7）。
　病理組織学的には本症例も含め、腎臓形、胎児
形、馬蹄形と称される多形性に富んだ特異な形態
を有する核と、豊富な細胞質を有する大型細胞

（hallmark cell）のびまん性増殖を示す common 
pattern が特徴的である。組織学的亜型としては、
common pattern の他に、lymphohistiocytic pat-
tern、small cell pattern、Hodgkin-like pattern、
composite pattern がある6）。免疫組織化学染色
では CD30 陽性で、細胞膜と Golgi 野に陽性を示
す。また、本来上皮性腫瘍マーカーである EMA
が高率で陽性となる。ALK は正常組織において
は脳および末梢神経の一部に発現しているが、血
液細胞での発現は認められないため、ALK は鑑

図 5　HE 染色病理組織像

図 6　免疫組織化学染色：ALK

図 7　免疫組織化学染色：CD30

図 8　免疫組織化学染色：EMA
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別診断に有用である。ALK の免疫組織化学的染
色による診断は、発生メカニズム、臨床像、予後
が異なる ALK 陰性 ALCL や、皮膚原発未分化大
細胞型リンパ腫との鑑別に重要であると考えられ
る。ALCL の 一 部 で ALK の 関 与 す る 転 座 と
ALK タンパクの発現が明らかになったのは 1994
年で、過去に診断された ALCL では ALK の染色
が施行されていないものもあるため、口腔領域に
発生した ALK 陽性 ALCL が潜在的に存在してい
る可能性は否定できない。本症例では、組織学的
に典型的な common pattern を示しており、免疫
組織化学染色では、CD30 および ALK が強陽性
を示し、CD5 や EMA が陽性を示したことから、
ALK 陽性 ALCL と診断した。病理組織学的鑑別
としては未分化癌や悪性黒色腫、Hodgkin リン
パ腫などが挙げられるが、ALK 陽性であること
から診断に至った。また、ALK 陽性の腫瘍には、
ALK 陽性大細胞型 B リンパ腫や炎症性線維芽細
胞腫などがあるが、組織像や CD30 などの免疫染
色によって鑑別される。
　治療法としては、ALK 陽性 ALCL は化学療法
が奏功し、他の末梢性 T 細胞リンパ腫に比べて、
CHOP 療法が推奨されており、良好な治療成績
が報告されている8）。約 40％の症例は再発・難治
例であるが、再発症例でも化学療法が奏功するこ
とが多い5）。また、時として CHOP 療法である
標 準 治 療 抵 抗 性 の 症 例 も あ る が、ALK 陽 性
ALCL において、ALK 阻害剤が有効との報告も
あり、ALK 阻害薬も治療の選択肢になりうるこ
とからも、ALK 陽性 ALCL の診断の重要性が伺
われる。

結　　論

　今回我々は、20 歳男性の上顎洞に発生した

ALK 陽性未分化大細胞型リンパ腫の 1 例を経験
したので、若干の文献考察を交えて報告した。

利益相反
　本症例において開示すべき利益相反はない。

　本論文の要旨は、第 29 回日本臨床口腔病理学会総会／第
11 回日本口腔検査学会総会共催学術大会（平成 30 年 8 月 26
日）で発表した。
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