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エナメル上皮線維腫,歯原性線維睦様構造や

ghostcellの随伴など多彩な組織像を示す

小児口蓋粘膜の線維性過形成の 1例
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結 昌

口腔領域の軟組織には,線維腫様病変の認めら

れることが少な くない｡それらは,軽度の持続性

の炎症性刺激に対する反応性の線維性過形成であ

ることが多いとされている｡

著者らは, 8歳男児の上顎右側前歯口蓋側歯肉

に生 じた線維性過形成の病理組織所見において興

味ある1例を経験 したので報告する｡

症 例

患者 :阿○良○,昭和51年12月21日生,男児

初診年月日:昭和56年 1月8日

既往歴 :特記すべ き事項はない｡

現病歴 :昭和56年 1月8日,患児が 5歳の時に,

繭蝕治療を希望 し,新潟大学歯学部小児歯科を受

診 した｡上顎乳切歯 (旦上里)は,すべて水酸化

カルシウム法生活歯髄切断 (カルビタール使用)
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処置後,レジンジャケット冠で修復した｡この時,

口蓋側歯肉に異常は認められなかった｡その後,

昭和58年 4月5日に,右側乳中切歯を晩期残存の

ため抜去した (初診より2年 3ヶ月後)｡昭和60年

4月5日の定期診査の時,右側前歯部の口蓋側歯

肉の膨隆に気づいた (初診より4年 3ヶ月後,A

抜去後2年)｡しかし,右側永久側切歯の口蓋側萌

出によると思われたので,経過観察とした｡なお,

この時,右側永久側切歯の萌出方向修正のために,

右側乳側切歯を抜去した｡昭和60年 9月2日の定

期診査のとき (初診より4年 8ヶ月後),右側永久

側切歯は萌出していたが,口蓋側の膨隆は消失し

ていなかった｡膨隆の大きさは, 5ヶ月前と比較

してほとんど変化が認められなかった｡

全身所見 :特記すべき事項はない｡

口腔外所見 :顔貌は左右対称で特記すべき事項

はない｡

口腔内所見 :右側永久中切歯の口蓋側歯肉から,

右側乳犬歯近心側歯肉まで,境界不明瞭な腫癌が

認められた｡腫癌の一部は,右側永久中切歯の基

底結節部を覆っている｡腫癌の表面は,平滑でや

や赤味を帯びた正常歯肉色に近い粘膜に覆われて

いた｡同部は弾性硬で圧痛はない｡

左右永久中切歯は,正常位置に萌出しており,

齢蝕は認められない｡右側乳犬歯頬側には,レジ

ン充填がされている｡右側永久側切歯は,腫癌に

接しており,反対側に比べ,口蓋側に転位,捻転

して,歯冠 3分の 1程度萌出している(図 1, 2)0

X線所見 :骨の吸収,その他の異常は認められ

ない (図3)0

図1 試験切除前の口腔内所見

図2 手術前の口腔内所見

図3 試験切除前のX線所見(デンタル)

臨床診断 :歯肉の線維腫

処置ならびに経過 :

昭和60年11月5日 (初診より4年10ヶ月後)に,

試験切除を行い,線維性上皮性過形成の病理診断

を得た｡

昭和61年 1月7日に局所麻酔にて,腫癌の切除

手術を行㌧た｡まず,桂庵周囲の正常口腔粘膜を

含むように切開を入れ,粘膜骨膜を鈍的に剥離し

た｡腫廃部下底の骨面は:阻造で,右側永久中切歯

口蓋側歯頚部から1mm程離れた所に,直径約 1mm
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の孔があり,そこから索状のものが腫癌の中につ

ながっているようにみえた｡索状の部分を孔の所

で切断し,腫癌を一塊として切除し,骨面は露出

したままにした (図4)｡切除物の病理組織学的検

図4 手術直後の口腔内所見

査の結果,深部断端に,歯原性腫癌様の所見が認

められ,腫壕の探 り残しが考えられたので,昭和

61年 2月17日に再手術をした｡(図5, 6)

図5 再手術前の口腔内所見

再手術は,右側永久側切歯遠心隅角から,左側永

久中切歯遠心隅角まで,口蓋側歯窺部に沿って切

開を入れ,鈍的に剥離し,粘膜骨膜弁を形成した｡

ついで,前手術の時,認められた孔の部分を中心

に 7-8mmの大きさで約 4mmの深さに骨を堀 リ出

すように削除した｡右側永久中切歯の歯根が一部

露出した｡最後に,削除した骨面を覆っていた粘

膜骨膜の部分を切除し,残 りの粘膜骨膜弁を縫合

図6 再手術前のⅩ線所見(オクルーザル)

図7 再手術時の口腔内所見

して手術を終了した｡(図7)

現在,術後 9ヶ月を経過 しているが,異常所見

は認められず,切除部は,正常口腔粘膜に覆われ

ている｡右側永久側切歯は,唇側-徐々に移動 し

ている｡(図8)

図8 再手術から2ヶ月後の口腔内所見
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病理組織学的所見 :

切除物は,10%ホルマ リン液で固定後,適法の

ごとくパラフィン切片を作製して, H-E 染色を

施 し,検索した｡

1)試験切除物 (昭和60年11月5日)

被覆上皮はやや肥厚し,表面は鉛角化ないし正

角化した重層扇平上皮である｡その上皮脚の一部

は,深部-索状ないし網状に増殖し,その中に球

状の錯角化が生 じている (図9)｡上皮下には,檀

々の程度の線維化がみられ,その中に拡張傾向の

ある毛細血管があり,その周囲には軽度のリンパ

球,形質細胞の浸潤が認められるが,上皮島の所

図9 試験切除物の病理組織像(H-E染色,弱拡大)

図10試験切除物の病理組織像(H･E染色,強拡大)

兄はなかった(図10)0

以上より,炎症性変化の結果生じた線維性上皮

性過形成と病理組織診断した｡

2)手術時切除物 (昭和61年 1月7日)

切除物は重層南平上皮で覆われ,その上皮下に

は,線維性結合組織の増殖がみられ,試験切除時

とほぼ同様の所見が認められた｡しかし,切片中

央部および深部断端に異なる組織像も認められた

(図11)｡まず,切片中央の比較的疎な線維性組織

図11歯原性線維腫様部位 (卜図12)

エナメル上皮線維腫様部位 (2-図13)
Ghostcellを含む石炭化部位 (3-図14)と

多彩な組織像を示す

の中に,歯堤上皮様細胞が小塊状あるいは索状を

なして散在し,歯原性線維腫様所見を呈していた

(図12)｡また,切除物深部断端には,立方形ない

し円柱状の上皮細胞が一層から数層の棚状に配列

し,それに隣接して,歯乳頭に類似した組織 (図

13)が認められ,エナメル上皮線維種様所見を示

し,歯原性線維腫様構造と直接の移行が認められ

た｡さらに,硝子様無構造の石灰化物がみられた｡

また,上記した部位と離れた切除物深部断端には,

棚状に配列した退縮エナメル上皮と,それに接す

るエナメル様硬組織の形成 (歯牙腫様組織)と,
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図12 歯原性線維腫様組織像を呈する

部位,上皮島 (矢印)

図12,13,14 手術時切除物の病理組織像

(H-E染色,強拡大)
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図13 エナメル上皮線維腫様組織像を

呈する部位
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図14 退縮エナメル上皮 (RE)に面する

エナメル様硬組織 (矢印)と石灰化

した ghostcell(G)

ghostcellが観察された (図14)0

以上より,断端深部に歯原性腫傷の存在が疑わ

れた｡

3)再手術時切除物 (昭和61年 2月17日)

切除した口蓋粘膜の切除断端および削除した骨

片には,歯原性腫癌が疑われるような組織像は認

められなかった (図15)が,線維性組織中の- ケ

図15 再手術時切除物の病理組織像

明らかな腫傷組織は認められない

(H-E染色,弱拡大)

所に ghostcellの残存があり (図16),異物巨細

胞も少数であるが存在した｡

考 察

本腫癌は,線維性組織の増生が主体をなしてい

たが,その切除物断端に,特異的な組織像が認め

られ,エナメル上皮線維腫や歯原性線維腫などの
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図16 再手術時切除物の病理組織像

ghostcell(G)の存在

(H-E染色, 強拡大)

歯原性腫壕が第1回手術時に疑われた｡

エナメル上皮線維腫は,歯原性上皮と歯乳頭様

間葉組織の両者の増殖から成る腫癌で,歯牙硬組

織の形成は認められないとされているが,間葉組

織が上皮巣に接する部分に硝子様無構造の層をみ

ることもある1)｡発現頻度は極めてまれとされ,石

Jll(1960)1)によるとエナメル上皮腫 108例に対し

3例であったとし,著者らの調べた所では,本邦

では,表 1に示す16例の報告をみたにすぎない｡

表 1 エナメル上皮線維腫の本邦における報告

報告者 年齢 性別 部 位 臨床診断

1 松本ら2) 1 含 師 部 adamantinoma

2 小島ら3) 46 % Lo 部 上顎腫癌

3 新井ら4) 22 i すす~可 部 adamantinoma

4●梅 ら5) 48 A 千首~可 部 線維性エフ〇一リス

5 枝 ら6) 49 早 iLgJ 部 osteofibroma

6 井上ら7) 13 i 7~FT 部 ameloblastoma

7̀ 中村ら8) 2割ヶ月 i ｢す 部 epulis

8 倉科ら9) 13 i 止 部から上顎結節部 ameloblastoma

9 柿滞ら10) ll 杏 丁可 部 右 側 下 顎 骨 良 性腫 ⇒寡の 疑 い

10 蕪 らll)5郎ヶ月 早 可 近心か珂 相当部 右側下顎歯原性腹痛(エナメル上皮腫の疑い)

ll 植田ら12) 10 A ll～匠~部 膿胞性歯嚢胞

12 瀬上ら13) 20 辛 ~宮~可 部 エナメル上皮腫

13 妹尾ら14) 13 i 右上顎小臼歯部

14 河畑ら15) 37 含 上下顎にわたる

15 関川ら16) ll 含 可 部

(+印は周辺性 と考えられる)

本症の発現年齢については,Snyder(1960)18)は平

均17歳,Gorlin,etal.(1961)19),Lucas(1972)20)

は15-25歳,GorlinandGol血 an(1970)21)は5

-20歳としている｡本邦の16例では, 1歳から49

歳に発現し,4例以外はすべて25歳以下の若い年

齢層に発現 している｡性差については,Shafer

(1955)22),GorlinandGoldman(1970)21)は性差

がないとし,HuebschandStepherson(1956)23),

Lucas(1972)20)は男性に多いとしている｡本邦の

16例では,男性13例,女性 3例で男性に多い｡エ

ナメル上皮線維腫の大部分は,顎骨内腫壕であり,

16例中顎骨内に明らかな骨吸収を示すものが14例

あった｡周辺性のエナメル上皮線維腫は2例であ

る｡中村ら8)の症例は,2歳 1ヶ月の男児の左側

第1乳臼歯部にエプーリスを思わせるポリープ状

の腫傷を認めている｡また,梅ら5)の症例は,48

歳男性の下顎右側臼歯部に線維性エプー リスを思

わせる有茎性の腫癌を認めている｡なお,外国で

は,Regezi24)が5歳男児の上顎小臼歯部歯肉に,

周辺性エナメル上皮線維腫が発生したと報告して

いる｡

一方,歯原性線維腫は,歯の中腰葉性要素であ

る歯乳頭,歯小嚢あるいは歯根膜に由来する線維

腫であり,顎骨内部あるいは周辺性に生じ,いず

れも稀とされている｡組織学的には,一般に単純

な線維腫の像を示し,細胞成分に富み線維の少な

い歯乳頭に類似した構造を有するが,線維成分に

比較的富み,また散在性に歯原性上皮の小塊の認

められるものもある｡特に,周辺性線維腫では,

Faman29)の報告において全例で歯原性上皮が認

められているが,頼粒細胞腫におけると同様な頼

粒細胞の集合のみられた例 25),26) もあり,ときに

は,小石灰化巣を含むものもある｡

児玉ら27)によれば,周辺性歯原性線維腫は,本

邦では2例,外国では11例の合計13例の報告があ

る(表 2)｡年齢は5歳から46歳と各年代にわたっ

ている｡性差については,13例のうち,男性 7例,

女性 6例で,性差は認められない｡発生部位は,

上顎3例,下顎8例,不明 1例である｡また,前

歯部 3例,臼歯部 5例,不明4例であり,歯間乳

頭部,口蓋歯肉部,唇または頬側歯肉部に発生し,
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表2 周辺性歯原性線維腫の報告

報告者 年齢 性別 部 位 診 断 名

1 BrLXXtard28)加Vin 5 辛 左側下顎第1■大臼歯部 dontogenicfibrorna

2 FamⅦ f9)不明 令 右側下顎臼歯部 阿i如d h togdcfibroma

3 // 12 辛 // //

5 // 46 +令 左側上顎犬歯部 //
6 // 26 S 左側下顎小臼歯部 //

7 // 25 早 下顎部 //
8 // 35 % 左側上顎 //
9 // 31 A 下顎部 //
10 // 13 早 右側中切歯部 //
ll // 26 ♀ 右側下顎側切歯と犬歯の間 //

12 長谷川30) ll i 右側下顎第1′ト白歯頬側歯肉部 周辺性歯原性線維腫

Faman29)の報告では,歯間乳頭部 と口蓋歯肉部

に発生 した症例に歯牙の移動を示す ものがあった

としている｡

本症例では, 8歳男児の上顎前歯部口蓋側に,

境界不明瞭で広い基底を有する,正常歯肉色に近

い平滑な腫痛が生 じ,Ⅹ線的には,異常は認めら

れず,臨床的には,線維腫 と考えられた｡組織学

的には,歯原性線維腫様所見に加えて,エナメル

上皮線維腫に類似する所見,さらには,ghostcell

を伴 う歯牙腫様所見までが,その手術材料断端部

に少量ながら混在して認め られた｡これらは,再

手術で明らかな腫癌像が認められなかったことと,

手術材料の所見が極めて小さな断片組織に依存し

ているため,その相互的位置関係が明確ではなか

った｡

さて,前述の通 り,エナメル上皮線維腫 も歯原

性線維腫 も,共に,乳幼児の歯肉軟組織に周辺性

にエプ- I)ス状外観を呈 して存在することが知 ら

れているが5)8)24)27),本例では,両者が混在する

と共に,両者間に移行像があること,さらに明確

な関係は不明であるが,その近 くに歯牙腫様硬組

織のあることなど,多彩な像を示すことが特徴で

ある｡従って,本症例 を腫壕 として考えると,診

断名に困惑することになる｡一万,腫癌ではない

171

と考えると,断髄処置した乳切歯の抜去後, 2年

の間に,その下部の永久歯々肱または,その歯堤

の一部が過形成をなし,多彩な組織を形成したも

のと理解される｡ただし,当該部の永久中切歯,

側切歯 ともに異常がなく,かつ,Ⅹ線的には歯牙

腫様構造物が認められないことから,明確な過剰

歯膳由来 とも考えられない｡従って歯堤の一部お

よび永久歯の退縮エナメル上皮を含む歯嚢(dental-

sac)にその由来を求めることができよう｡

ところで,鈴木31)は,歯肉の反応性過形成病変

103例の完全連続切片により,病変内にみられた

上皮塊の病理組織学的検索を行い,Type AからE

まで分類 した上皮塊 と歯肉上皮 との連続性につい

て検討を加えた結果,顎骨周辺性歯原性腫癌の発

生母地のひとつ として歯肉上皮をあげている｡し

かし,本症例の歯原性線維腫様部分にみられた上

皮塊は,鈴木のType Aに属するが,被覆上皮 と

の明らかな連続性 を確認 しておらず,また, 8歳

という低年齢で歯牙交換期にあり,病巣下部ある

いは周囲に,歯膳,退縮エナメル上皮等の歯原性

組織が存在するという点で,成人の症例 とは発生

母地がやや異なるのではないか と思われた｡

ghostcellは,歯原性石灰化嚢胞の他に,複雑歯

牙腫やエナメル上皮腫にも認められ32),病変に特

異的な細胞とは現在,考えられていない｡本症例

では,永久歯 との関係が不明確ではあるが,おそ

らく,右側永久側切歯の退縮エナメル上皮と関係

していることが推測される｡再手術時に,明確な

腫壕組織がなかったにもかかわらず, ghostcell

が異物巨細胞と共に一 ヶ所に存在していたが,そ

の後の予後診査では異常がない｡

さて,本症例が,過形成的性格が強いとなると,

少なくとも乳幼児に認められる周辺性のエナメル

上皮線維腫 も歯原性線維腫 も過形成の可能性 を強

く示唆 しているものと考えられる｡本症例では,

カルビタールによる断髄処置後, 4年程 してその

下部の永久歯部から異常が発生 していることから,

乳歯治療 との関係 も,今後,検討に価するものと

考えられる｡上原33)は,交換期永久歯の歯小嚢か

らわずか数 ヶ月という短期間に微小歯牙腫が形成

されてゆ く過程をⅩ線および組織学的に示 してい
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る｡従って,この期間に治療その他の因子が歯小

嚢に働 くならば,様々な組織変化を持つ過形成を

誘導する可能性がある｡

なお,本症例は,材料があまりに微小であるた

め,類似症例の今後の報告が期待 される｡

結 語

8歳男児の前歯部口蓋粘膜に,エナメル上皮線

維腫様,歯原性線維腫様構造や,ghostcellの随

伴など多彩な組織像 を示す線維性過形成の 1例 を

経験 し,エナメル上皮線維腫,歯原性線維腫につ

いて文献的に若干の考察を加えた｡
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