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口腔上皮性異形成および扁平上皮癌の 
病理学的および臨床統計学的検討

—東京歯科大学水道橋病院臨床検査科における検索—

明　石　良　彦 1）＊ 中 　島 　　啓 1） 國　分　克　寿 1） 
片 　倉 　　朗 2） 髙　野　正　行 3） 松　坂　賢　一 1）

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）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

抄　録
目的：東京歯科大学水道橋病院臨床検査科で診断された口腔上皮性異形成と扁平上皮癌に
ついて病理学的および臨床統計学的に検討することとした。
方法：対象は 2017 年 1 月から 2022 年 10 月までの 5 年 10 か月の間に oral epithelial dys-
plasia, low grade（OED, low grade）、oral epithelial dysplasia, high grade（OED, high 
grade）、squamous cell carcinoma（SCC）と診断された 525 症例で、各診断の性別、年齢、
検体採取部位、臨床診断名を集計した。
結果：診断別症例数は OED, low grade 175 例（33.3％）、OED, high grade 118 例（22.5％）、
SCC 232 例（44.2％）で、OED, low grade および SCC はやや男性に多く、OED, high grade
はやや女性に多かった。平均年齢および年齢分布は OED, low grade が 61.2±14.4 歳、60 歳
代、OED, high grade が 62.5±16.0 歳、70 歳代、SCC は 62.5±16.0 歳、70 歳代が多かった。
検体採取部位は OED および SCC ともに舌が多かった。臨床診断名は OED, low grade で白
板症が 101 例（57.7％）、OED, high grade で白板症が 44 例（37.3％）、扁平上皮癌・悪性腫瘍
44 例（37.3％）、SCC で扁平上皮癌・悪性腫瘍が 169 例（72.8％）と多かった。
結論：口腔上皮性異形成や扁平上皮癌には臨床医と病理医の連携の取れた正確な診断が重
要である。

Key words： oral epithelial dysplasia、squamous cell carcinoma、oral pathology、World 
Health Organization

受付：2022 年 12 月 10 日　受理：2022 年 12 月 10 日

緒　　言

　頭頸部癌の罹患数は年間約 35 万例で、がん全体
に占める割合は約 2.0％である1）。人口 10 万人あた
りの口腔癌の罹患数は 4 人で、男女比は約 2：1 と
男性に多く、世界的には増加傾向を示している2，3）。
口腔癌の 90％以上は口腔粘膜上皮由来の扁平上 
皮癌（squamous cell carcinoma；SCC）であり1）、

多くは口腔上皮性異形成から扁平上皮癌へと進展
すると考えられている。このため、口腔癌早期病
変である口腔上皮性異形成を確実に診断すること
が重要である。
　2017 年の WHO 頭頸部腫瘍分類第 4 版では、口
腔上皮性異形成（oral epithelial dysplasia；OED）
は「遺伝子変異の蓄積により引き起こされ、扁平
上皮癌に進展するリスクを伴う、上皮の構造学的
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および細胞学的一連の変化」として定義され、他
の頭頸部領域に発生する異形成と区別された疾患
概念である4）。また、従来では子宮頸部の上皮内腫
瘍性病変の分類を踏襲した軽度（mild）、中等度

（moderate）、高度（severe）の 3 段階の分類法が
使用されていたが、より臨床に即した分類法であ
る低異型度（low grade）と高異型度（high grade）
の 2 分類法が提唱されている。
　東京歯科大学水道橋病院臨床検査科では、2017
年の WHO 頭頸部腫瘍分類第 4 版の刊行に伴い、
病理診断報告書の記載を従来の 3 分類法から 2 分
類法へと変更して約 5 年が経過した。しかし、2
分類法を用いた口腔上皮性異形成や扁平上皮癌の
臨床統計学的検討の報告はまだ少ない。
　そこで本研究では、東京歯科大学水道橋病院臨
床検査科で 2017 年以降に診断された口腔上皮性
異形成と扁平上皮癌について病理学的および臨床
統計学的検討を行った。

材料および方法

　2017 年 1 月から 2022 年 10 月までの 5 年 10 か月
の間に、東京歯科大学水道橋病院口腔外科および
東京歯科大学千葉歯科医療センター口腔外科で病
理組織検査を施行、あるいは外注検査標本として
受託され、東京歯科大学水道橋病院臨床検査科で
経験豊富な口腔病理専門医 4 名により oral epithe-
lial dysplasia, low grade（OED, low grade）、oral 
epithelial dysplasia, high grade（OED, high 
grade）、squamous cell carcinoma（SCC）と診断
された 525 症例を対象とした。この 525 症例につ
いて各診断の性別、年齢、検体採取部位、臨床診
断名について病理学的および臨床統計学的検討を
行った。

結　　果

　1．診断別症例数
　OED は OED, low grade 175 例（33.3％）、
OED, high grade 118 例（22.5％）の計 293 例で、
SCC が 232 例（44.2％）であった（表 1）。

　2．男女比
　OED, low grade では男性 100 人（57.1％）、女
性 75 人（42.9％）で、1.3：1 とやや男性が多く、
OED, high grade では男性 54 人（45.8％）、女性
64 人（54.2％）で、1：1.2 とやや女性が多かった。
SCC では男性 123 人（53.0％）、女性 109 人（47.0％）
であり、1.3：1 とやや男性が多かった（表 1）。

　3．平均年齢、年齢分布
　OED, low grade は平均年齢 61.2±14.4 歳で、
男性 60.8±14.6 歳、女性 61.8±14.2 歳であった。
年齢分布では、男性は 60 歳代が 30.0％と最も多
く、次いで 70 歳代が 27.0％、女性は 60 歳代が
25.3％と最も多く、次いで 70 歳代が 24.0％であっ
た（図 1A）。
　OED, high grade は 62.5±16.0 歳で、男性 61.4
±15.2 歳、女性 63.4±16.6 歳であった。年齢分布
では、男性は 70 歳代が 29.6％と最も多く、次いで
50 歳代が 22.2％、女性は 70 歳代が 32.8％と最も
多く、次いで 60 歳代が 15.6％であった（図 1B）。
　SCC では 62.5±16.0 歳で、男性 61.4±15.2 歳、
女性 63.4±16.6 歳であった。年齢分布では、男
性は 70 歳代が 26.8％と最も多く、次いで 60 歳代
が 23.5％、女性は 70 歳代が 29.3％と最も多く、
次いで 60 歳代が 21.1％であった（図 1C）。

　4．検体採取部位
　OED, low grade では、検体採取部位は舌が 80
例（45.7％）と最も多く、次いで下顎歯肉 32 例

（18.3％）、頬粘膜 27 例（15.4％）、上顎歯肉 19 例
（10.9％）、硬口蓋 14 例（8.0％）、下唇 3 例（1.7％）
の順であった（図 2A）。
　OED, high grade では、舌が 80 例（63.6％）と
最も多く、次いで下顎歯肉 75 例（10.2％）、頬粘膜
10 例（8.5％）、上顎歯肉 9 例（7.6％）、硬口蓋 7 例

（5.9％）、下唇 2 例（1.7％）、口腔底 2 例（1.7％）、
唇交連 1 例（0.8％）の順であった（図 2B）。
　SCC で、舌が 160 例（69.0％）と最も多く、次
いで下顎歯肉 28 例（12.1％）、上顎歯肉 19 例

表 1　診断別症例数

診　断 男性（例） 女性（例） 合計（例）
OED, low grade 100  75 175
OED, high grade  54  64 118

SCC 123 109 232

合　計 277 248 525



日本口腔検査学会雑誌　第 15 巻　第 1号：3-7，2023

5

（8.2 ％）、 頬 粘 膜 17 例（7.3 ％）、 硬 口 蓋 4 例
（1.7％）、下唇 2 例（0.9％）、口腔底 2 例（0.9％）、
の順であった（図 2C）。
　なお、今回の統計において複数の部位から検体
があった症例については、主病変からの検体を検
体採取部位とした。

　5．臨床診断名
　OED, low grade では、白板症が 101 例（57.7％）

と最も多く、次いで扁平上皮癌・悪性腫瘍 25 例
（14.3％）、口腔扁平苔癬 19 例（10.9％）、乳頭腫・
腫瘍 13 例（7.4％）、紅板症 6 例（3.4％）であった。
その他は 11 例（6.3％）で、線維腫 5 例、エプーリ
ス 2 例、白色海綿状母斑 1 例、舌炎 1 例、カンジ
ダ症 1 例であった（図 3A）。
　OED, high grade では、白板症が 44 例（37.3％）、
扁平上皮癌・悪性腫瘍が 44 例（37.3％）と最も多
く、次いで口腔扁平苔癬 11 例（9.3％）、乳頭腫・

図 1　年齢分布、平均年齢

A：OED, low grade

B：OED, high grade

C：SCC

A：OED, low grade

B：OED, high grade

図 2　検体採取部位
C：SCC
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腫瘍 9 例（7.6％）、紅板症 6 例（5.1％）であった。
その他は 3 例（2.5％）で、潰瘍・アフタ 2 例、類
天疱瘡 1 例であった（図 3B）。
　SCC では、扁平上皮癌・悪性腫瘍が 169 例

（72.8％）と最も多く、次いで白板症 35 例（15.1％）、
乳頭腫・腫瘍 19 例（8.2％）、口腔扁平苔癬 3 例

（1.3％）であった。その他は 6 例（2.6％）で、線維

腫 1 例、唾液腺腫瘍 1 例、インプラント周囲炎 1
例、肉芽腫 1 例、壊死性潰瘍性歯肉炎 1 例、義歯
性潰瘍 1 例であった（図 3C）。

考　　察

　OED や SCC は一般的に男性に多い傾向がある
といわれている1）。本研究では、OED, low grade
は 1.3：1、SCC は 1.3：1 とやや男性が多かった
が、OED, high grade は 1：1.2 とやや女性が多
かった。様々ある口腔癌の病因の一つとして、喫
煙や飲酒などの嗜好品が挙げられる。以前はこの
様な嗜好品は男性に好まれる傾向にあったが、健
康志向に伴う喫煙者の減少や共働きなどの生活ス
タイルの変化に伴い、嗜好品による男女差が少な
くなったことが考えられた。また、SCC は通常
50 歳代以降に発生し、40 歳未満での発生は珍し
く、1 ～ 6％程度であると報告されている5）。本
研究においても OED、SCC ともに平均年齢が 60
歳代、年齢分布のピークが 70 歳代と一致してい
る。しかしながら、近年では若年者である 10 歳
代の口腔扁平上皮癌の症例報告もあり6）、注意が
必要である。本研究においても 10 歳代の SCC 症
例が 1 件含まれており、若年者であっても OED
あるいは SCC が発生する可能性があり、そのこ
とを念頭においた診断が必要になることが示唆さ
れた。
　口腔粘膜上皮の異形成の程度には、従来では子
宮頸部の上皮内腫瘍性病変の分類を踏襲し、異型
細胞がみられる範囲が上皮下層から 1/3 であれば
軽度異形成（mild dysplasia）、2/3 以上であれば
高度異形成（severe dysplasia）、その中間を中等
度異形成（moderate dysplasia）としていた。し
かしながら、口腔の上皮異形成の特殊性からくる
臨床所見との乖離や、各病理医間においてその再
現性が乏しいという問題点が挙げられていた7）。
その改善策として、2017 年の WHO 頭頸部腫瘍
分類第 4 版では従来の 3 分類法とともに低異型度

（low grade）と高異型度（high grade）に分類す
る 2 分類法を提唱している。2 分類法では、不規
則な細胞重層や基底細胞の極性喪失、滴状の上皮
脚形態などの 8 項目からなる構造異型と核の大小
不同や細胞の形状不整、異型核分裂などの 8 項目
からなる細胞異型を用いて診断する。Kujan O. ら
は異型のうち、構造異型 4 つ、かつ細胞異型 5 つ
を満たすものを8）、Nankivell P. らは構造異型お
よび細胞異型を各々 4 つずつ満たすものを high 
grade としている9）。また、高度な異型が上皮層

A：OED, low grade

B：OED, high grade

C：SCC
図 3　臨床診断名
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の下方にみられる場合も高度異形成の診断を認め
ている。これらにより、より臨床所見に基づき、
各病理医間での再現性が得ることが期待できる。
本研究においても、OED, low grade、OED, high 
grade、SCC と病理診断が進行するにつれて、臨
床診断として挙げられたものが、白板症から扁平
上皮癌あるいは悪性腫瘍へと移行する傾向を示し
ている。このことから 2 分類法が、臨床所見と病
理所見との整合性が高い診断となることが期待さ
れた。しかしながら、臨床診断において、線維腫
のような良性非上皮性腫瘍やインプラント周囲
炎、肉芽腫などの炎症性疾患が病理診断におい
て、OED, high grade や SCC であった症例が 19
例（3.6％）認められた。このことから診断の際
に注意するとともに、臨床医と病理医とで綿密な
ディスカッションの必要性も感じられた。
　口腔上皮性異形成の診断において、炎症や上皮
の再生に伴う反応性上皮との鑑別は重要である。
しかしながら、HE 染色のみでの判断は困難なこ
とが多い。その場合には、免疫組織化学的染色を
実施し、病変内の細胞におけるタンパク質の発現
の変化を可視化することで診断の補助となる7）。
腫瘍性上皮では、上皮細胞の細胞骨格を構成する
タンパクのひとつであるケラチンの発現パターン
が変化することが報告されている10）。cytokeratin 
13 は非腫瘍性の上皮で発現しているが、OED で
は発現が消失あるいは減弱する。cytokeratin 17
は非腫瘍性の上皮では通常発現していないが、
OED では発現する。Ki-67 は通常上皮基底第二層
に発現するが、OED では上皮基底第一層に発現
し、さらに陽性細胞の重層化がみられる。p53 は
非腫瘍部では傍基底層にまばらに弱い陽性細胞が
散見されるが、OED では強い陽性細胞がみられ
る。本研究においても OED の判定に苦慮した症
例 31 例（5.9％）は免疫組織化学的染色を行い、
最終的に判定した。このことから免疫組織化学的
染色による判定は有用性が高いことが示唆され、
HE 染色とあわせることでより精度の高い診断が
期待できる。

結　　論

　今回、我々は 2017 年 1 月から 2022 年 10 月ま
での 5 年 10 か月の間に、東京歯科大学水道橋病
院 臨 床 検 査 科 で OED, low grade、OED, high 
grade、SCC と診断された 525 症例について、病

理学的および臨床統計学的に検討を行い報告し
た。OED や SCC は患者の予後に強く影響を与え
る病変であることから、正確な診断が重要とな
る。このためには病理組織学的所見のみならず、
広い視野を持ち、臨床所見などと整合性のとれた
診断を行わなければならない。今後は臨床医と病
理医が今まで以上に連携をとり、口腔上皮性異形
成や扁平上皮癌の正確な診断を目指したい。
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