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ごあいさつ

ごあいさつ

第24回 日本臨床口腔病理学会総会・学術大会
大会長

小宮山

一雄

（日本大学歯学部病理学講座）

日本臨床口腔病理学会の会員各位におかれましては，ますますご清栄のことと存じます。
第24回 日本臨床口腔病理学会総会・学術大会を東京で開催するにあたり，大会長として一言ご挨拶申し
上げます。はじめに，本大会を日本大学歯学部病理学講座が担当する機会を与えていただいた理事会およ
び会員の皆様に深く感謝申し上げます。第24回 日本臨床口腔病理学会総会・学術大会は平成25年 8 月28日
(水）〜30日(金）の 3 日間，東京御茶ノ水にございます日本大学理工学部CSTホールにて 新・口腔病理
学 新しきパラダイムを求めて をテーマに開催する運びとなりました。本会は口腔を中心とした病変の
学理を追求し，それを基とした病理診断および研究，会員相互の情報交換と研鑽，関連学会との連携協力
をおこなうことにより，我が国の歯科医学に貢献することを目指しております。
今大会のプログラムとして，特別講演には藤田保健衛生大学皮膚科学講座の松永佳世子教授に口腔と皮
膚科疾患とくに金属アレルギーを中心にご講演をお願いしました。口腔と関連する皮膚疾患についてご専
門の視点から解説をいただきます。教育講演 1 として筑波大学医療系内科学講座の住田孝之教授に
「シェーグレン症候群の最前線」として，近年改訂された新しい診断基準を含め最新の情報をお話いただ
きます。教育講演 2 としては，口腔病理専門医の生涯教育の意味も込めて，全身を再勉強するために「他
臓器を学ぶ」を初めて企画しました。講師として，日本大学医学部病理学講座の増田しのぶ教授に乳腺腫
瘍を，東邦大学医学部病理学講座の石川由起雄准教授に腎臓病変を，東京医科大学医学教育講座の泉美貴
教授に炎症性皮膚疾患をご講演いただきます。この企画は，会員である口腔病理医の職域が口腔にとどま
らず，病院病理部に所属し病理診断に携わるものが増える現状で，常に臓器病理の研修が必要であるとの
考えにもとづいております。本年度学会奨励賞受賞講演は宇佐美悠先生に講演をお願いしております。ま
た，昨年と同様に「若手シンポジウム」は会員のなかから先端研究をおこなっている笹平智則，常松貴明，
山根木康嗣，入江太朗の各先生にシンポジストをお願いしました。特別企画として，会員の前田初彦教授
に「アジアの口腔病理の現状」についてご報告をいただきます。また，本学会と日本口腔内科学会との共
同研究である「我が国における扁平苔癬全国調査」についても委員会からのご報告をいただきます。さら
に，恒例となりました口腔病理専門医取得に向けたスライドセミナーは，病理解剖を斉藤隆明先生，細胞
診を岸野万伸先生，歯原性腫瘍を熊本裕行先生にお願いいたしました。ここ数年は，専門医受験者ばかり
でなく専門医取得者の再教育として受講者が増えております。本学会の特徴的プログラムの一つでありま
す症例検討には，11題の登録がございます。また一般演題は 8 題，ポスター発表は38題の登録をいただい
ております。会期は短期間ではありますが，パラダイムシフトが起こるような活発な議論を期待しており
ます。本年度の会員懇親会は，学内（会場 2 F）のカフェテリアにご用意いたしました。軽食，生ビール
やワインをご用意してお待ちしておりますので，ぜひご参加ください。その後，最近変貌しつつあるお茶
の水の夜を十分にご満喫していただければと存じます。
最後になりましたが，本学会の開催にあたりご協力いただきました方々に衷心より御礼を申し上げます。
平成25年 7 月吉日
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日本臨床口腔病理学会総会・学術大会の記録・予定

日本臨床口腔病理学会総会・学術大会の記録・予定

4

回

年

会

期

主催校

1

1990

7/4,5

第5回IAOP会議と共催

2

1991

8/22,23

愛知学院大学歯学部

3

1992

8/27,28

4

1993

5

開催地
東

京

大会長
石木

哲夫

名古屋

亀山洋一郎

明海大学歯学部

東

京

内海

順夫

8/26,27

福岡歯科大学

福

岡

北村

勝也

1994

8/4,5

昭和大学歯学部

東

京

吉木

周作

6

1995

8/29,30

北海道大学歯学部

札

幌

雨宮

7

1996

8/22,23

松本歯科大学

塩

尻

枝

重夫

8

1997

8/21,22

長崎大学歯学部

長

崎

岡邊

治男

9

1998

9/11,12

広島大学歯学部

広

島

二階

宏昌

10

1999

8/26,27

日本大学松戸歯学部

松

戸

山本

浩嗣

11

2000

8/25,26

鶴見大学歯学部

横

浜

菅原

信一

12

2001

8/23,24

鹿児島大学歯学部

鹿児島

北野

元生

13

2002

8/23,24

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

東

高木

実

14

2003

8/21-23

大阪大学大学院歯学研究科

15

2004

8/5-7

日本大学歯学部

16

2005

8/24-26

岩手医科大学歯学部

盛

岡

佐藤

方信

17

2006

8/17-19

日本歯科大学新潟生命歯学部

新

潟

片桐

正隆

18

2007

8/9-11

朝日大学歯学部

岐

阜

竹内

宏

19

2008

8/9-11

東京歯科大学

東

京

下野

正基

20

2009

7/29-31

北海道医療大学歯学部

札

幌

賀来

亨

21

2010

7/30-8/1

大阪歯科大学

枚

方

田中

昭男

22

2011

8/23-25

福岡歯科大学

福

岡

谷口

邦久

23

2012

8/29-31

東京医科歯科大学

東

京

山口

朗

24

2013

8/28-30

日本大学歯学部

東

京

小宮山一雄

25

2014

新潟大学大学院医歯学総合研究科

新

潟

朔

京

璋

淡路島

伊集院直邦

東

茂呂

京

周

敬

ご案内とお願い

ご 案 内 と お 願 い
参加者の方へ
１ ．会

場

日本大学 〒101−8308 東京都千代田区神田駿河台 1 − 8 −14
1 ） 理工学部 1 号館 6 階 CSTホール
総会，特別講演，教育講演，若手シンポジウム，アジア口腔病理調査報告，
日本臨床口腔病理学会・日本口腔内科学会共同研究報告，ランチョンセミナー，
症例検討，一般演題（口演）
，ポスター，ポスターセレクション，平成25年度学会奨励賞表彰式
2 ）理工学部 1 号館 2 階 カフェテリア
懇親会
3 ）歯学部 1 号館 4 階 大講堂
各種委員会
4 ）歯学部 4 号館 5 階 大会議室
常任理事会，役員・理事会
5 ）歯学部 3 号館 4 階 第 1 実習室
スライドセミナーⅠ
6 ）歯学部 3 号館 5 階 第 2 実習室
スライドセミナーⅡ，若手の集い
7 ）歯学部 3 号館 6 階 第 3 実習室
スライドセミナーⅢ

2 ．受

付

8 月29日(木） 8 ：15〜
8 月30日(金） 8 ：15〜
日本大学理工学部 1 号館 1 階ロビーにて行います。
クロークは受付横に設置します。

3 ．当日登録料
参加費

10,000円，懇親会費

5,000円です。大学院生の当日登録料は参加費

5,000円，懇親会費 4,000

円です。学部学生は参加費，懇親会費とも無料です（ただし，学生証提示のこと）。

4 ．名

札

受付でお渡しします。所属および氏名を記入の上，会場内では常時着用して下さい。また，口腔病理専
門医資格更新のために必要ですので保管してください。

5 ．抄 録 集
学部学生の方には抄録集をお渡ししません。必要な方は学会当日に 1 冊3,000円で販売します。

6 ．総

会

8 月29日(木）13：10から理工学部 1 号館 6 階 CSTホールで行います。万障お繰り合わせの上，ご出
席くださるようお願い申し上げます。
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ご案内とお願い

口頭発表者の方へ
1 ．発表時間について
症例検討（口演）

発表10分

質疑応答 5 分

一般演題（口演）
発表 8 分
質疑応答 2 分
若手シンポジウム
発表10分
質疑応答 5 分
発表時間の厳守にご協力ください。
2 ．発表はPC発表のみです。
3 ．発表用PCの仕様について：
OS：Windows 7 ，ソフト：Microsoft Oﬃce Powerpoint 2010
持込PCの使用はできません。
4 ．発表データについて
1 ）USBフラッシュメモリーに保存し，他のPCでの動作確認後，お持ちください。
2 ）保存ファイル名は発表者の「演題番号 氏名.pptx」としてください。（例）C01東京太郎.pptx
3 ）動画の使用はできません。
4 ）Windows XP，Windows Vista，又はMacintoshその他で作成した場合は，上記の仕様で動作確
認・修正をしてからお持ちください。
5 ．発表データ受付デスクを会場前に設置いたします。ご発表のセッションの開始される30分前までに
データを提出してください。
6 ．データは発表終了後，事務局が責任をもって消去させていただきます。

示説発表者の方へ
1 ．示説発表者の受付はいたしません。発表者は示説会場に設置してある演題パネルに，ポスターを掲
示してください。掲示用のピンは各パネル前に用意してあります。
2 ．ポスターの貼付・撤去の日時は以下の通りです。
貼付 8 月29日(木） 8 ：30〜11：00
撤去 8 月30日(金） 15：00〜17：00
3 ．示説発表をお願いします。
8 月29日(木） 17：00〜18：00
4 ．一部の方は口頭発表をお願いします。
＜ポスターセレクション＞
8 月30日(金） 13：00〜14：20
発表者：
発表 8 分

8名
質疑応答 2 分

座長の先生へ
1 ．担当セクション開始予定時間の15分前までに次座長席にお着きください。
2 ．定時進行にご協力をお願い致します。

懇 親 会
日時：平成25年 8 月29日(木） 18：30〜20：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 2 階 カフェテリア
会費：一般
5,000円（事前登録の場合3,000円）
大学院生
学部学生

4,000円（事前登録の場合2,000円）
無料 （※ただし学生証提示）

皆様のご参加をお待ち申し上げます。
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学会行事案内

学 会 行 事 案 内
8 月28日(水）に第24回日本臨床口腔病理学会 総会・学術大会の各種学会行事が開催されます。
各行事の日程につきましては，以下の表をご参照ください。

行事名

時

間

会

場

医療業務委員会
12：00〜12：40
広報・渉外委員会
研究委員会
会則検討委員会

12：40〜13：20
歯学部 1 号館 4 階 大講堂

将来検討委員会
企画委員会
教育委員会

13：20〜14：00

編集委員会
常任理事会

14：30〜15：30
歯学部 4 号館 5 階 大会議室

役員・理事会

15：30〜17：00

スライドセミナーⅠ
スライドセミナーⅡ

歯学部 3 号館 4 階 第 1 実習室
17：00〜19：00

スライドセミナーⅢ
若手の集い

歯学部 3 号館 5 階 第 2 実習室
歯学部 3 号館 6 階 第 3 実習室

19：00〜21：00

歯学部 3 号館 5 階 第 2 実習室
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学会周辺案内図

学 会 周 辺 案 内 図
丸の内線 御茶ノ水駅
←

至

新

宿

交番

JR 御

茶ノ

水

マロ
ニエ
通り

聖橋

日本大学駿河台病院

至東

京・

千葉

歯学部４号館

歯学部２号館
付属歯科病院
歯学部１号館

→

ニコライ堂
歯学部３号館
理工学部

理工学部１号館
千代田線 新御茶ノ水駅
三井住友海上

丸ノ内線 淡路町駅
都営新宿線 小川町駅

←至神保町
駿河台下

会場交通案内

日本大学理工学部
〒101-8308
東京都千代田区神田駿河台 1 - 8 -14
● JR中央・総武線「御茶ノ水」駅
下車徒歩 3 分
● 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 下車徒歩 3 分
● 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
下車徒歩 5 分

〈連絡先〉
第24回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会事務局
日本大学歯学部病理学講座
TEL：03-3219-8124 FAX：03-3219-8340
E-mail：de.jsop2013@nihon-u.ac.jp
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学会会場案内図

学会会場案内図
（日本大学 理工学部 1 号館 1 F）

エレベーター

年会費受付

大会受付

クローク受付

正面入口

（日本大学 理工学部 1 号館 6 F）

口演データ受付

ポスター会場

CSTホール

エレベーター

9

座長一覧

座 長 一 覧

10

◆特別講演
11：00〜12：00

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
小宮山 一雄（日本大学歯学部）

8 月29日(木）

◆教育講演 1
14：30〜15：30

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
山口 朗（東京医科歯科大学）

8 月29日(木）

◆教育講演 2
10：10〜10：45
10：45〜11：20
11：20〜11：55

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
原田 博史（生長会 府中病院）
長塚 仁（岡山大学）
長谷川 博雅（松本歯科大学）

8 月30日(金）

◆若手シンポジウム
9 ：00〜10：00

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
坂本 啓（東京医科歯科大学）
浅野 正岳（日本大学歯学部）

8 月30日(金）

◆アジア口腔病理調査報告
15：30〜15：50

＜理工学部 1 号館 6 階
高田 隆（広島大学）

CSTホール＞

8 月29日(木）

◆日本臨床口腔病理学会・日本口腔内科学会共同研究報告
＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
15：50〜16：10
田中 昭男（大阪歯科大学）

8 月29日(木）

◆ランチョンセミナー
12：00〜13：00

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
斎藤 一郎（鶴見大学）

8 月29日(木）

◆症例検討 1
9 ：05〜 9 ：50

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
田沼 順一（朝日大学）
程
䚯（新潟大学）

8 月29日(木）

◆症例検討 2
10：00〜10：45

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞ 8 月29日(木）
安彦 善裕（北海道医療大学）
草深 公秀（静岡県立静岡がんセンター）

◆症例検討 3
15：20〜15：50

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞ 8 月30日(金）
岡田 康男（日本歯科大学新潟生命歯学部）
清島 保（九州大学）

◆症例検討 4
16：00〜16：45

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
草間 薫（明海大学）
出雲 俊之（東京医科歯科大学）

8 月30日(金）

◆一般演題（口演）1
16：20〜17：00

＜理工学部 1 号館 6 階
池田 通（長崎大学）
豊澤 悟（大阪大学）

CSTホール＞

8 月29日(木）

◆一般演題（口演）2
14：30〜15：10

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
美島 健二（昭和大学）
大山 秀樹（兵庫医科大学）

8 月30日(金）

◆ポスターセレクション 1
13：00〜13：40

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
進藤 正信（北海道大学）

8 月30日(金）

◆ポスターセレクション 2
13：40〜14：20

＜理工学部 1 号館 6 階
朔 敬（新潟大学）

CSTホール＞

8 月30日(金）

◆受賞講演
14：00〜14：20

＜理工学部 1 号館 6 階 CSTホール＞
仙波 伊知郎（鹿児島大学）

8 月29日(木）

学会日程表

学会日程表／第 1 日目： 8 月28日(水）
歯学部
1 号館

歯学部
4 号館

4階
大講堂

5階
大会議室

日本大学歯学部
3 号館
4階
第 1 実習室

5階
第 2 実習室

6階
第 3 実習室

12：00
医療業務委員会
広報・渉外委員会
（40分）
12：40

13：20

14：00

研究委員会
会則検討委員会
将来検討委員会
（40分）
企画委員会
教育委員会
編集委員会
（40分）

14：30
常任理事会
（ 1 時間）
15：30

役員会・理事会
（ 1 . 5 時間）

17：00

スライドセミナーⅠ
（ 2 時間）

スライドセミナーⅡ
（ 2 時間）

スライドセミナーⅢ
（ 2 時間）

19：00

若手の集い
（ 2 時間）

21：00

11

学会日程表

学会日程表／第 2 日目： 8 月29日(木）

日本大学理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

8 ：30
9 ：00
9 ：05

大会長挨拶 （ 5 分）
症例検討 1

9 ：50
10：00

休

11：00

休

質疑 5 分
ポスター貼付
8 ：30〜11：00

憩

症例検討 2
10：45

発表10分

発表10分

質疑 5 分

憩

特別講演
「口腔にも出現する皮膚病変

〜金属アレルギーを中心に」

12：00
ランチョンセミナー
「シェーグレン症候群国際統一診断基準について」
13：00
13：10

休

憩

総
会
（50分）
14：00
14：10
14：20
14：30

学会奨励賞授賞式（10分）
学会奨励賞受賞講演（10分）
休

ポスター展示

憩

教育講演 1
「シェーグレン症候群の最前線」
15：30
15：50

アジア口腔病理調査報告
日本臨床口腔病理学会・日本口腔内科学会共同研究報告

16：10
16：20

休

憩

一般演題（口演）1

発表 8 分

質疑応答 2 分

17：00
示説発表
18：00
18：30

懇親会 理工学部 1 号館 2 階カフェテリア

20：30

12

17：00〜18：00

学会日程表

学会日程表／第 3 日目： 8 月30日(金）

日本大学理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

9 ：00
若手シンポジウム「新しきパラダイムを求めて」
4 人 4 演題 発表10分, 質疑応答 5 分
10：00
10：10

休

憩

教育講演 2 ：他臓器の病理を学ぶ
「乳腺腫瘍病変の見方」
「腎糸球体観察の基礎」
「扁平苔癬および類縁疾患の病理診断」
11：55
休

ポスター展示

憩

13：00
ポスターセレクション 1

発表

1題8分2分

ポスターセレクション 2

発表

1題8分2分

13：40

14：20
14：30
15：00
15：10
15：20

休

憩

一般演題（口演）2
休

16：00

休

16：50

休

発表10分

質疑応答 5 分
ポスター撤去
15：00〜17：00

憩

症例検討 4
16：45

質疑応答 2 分

憩

症例検討 3
15：50

発表 8 分

発表10分

質疑応答 5 分

憩

閉会式

17：00
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プログラム

プログラム

第 1 日目

8 月28日(水）

各種委員会，理事会，役員会

1 号館， 4 号館

各種委員会
12：00〜14：00
医療業務委員会
12：00〜12：40
12：00〜12：40
広報・渉外委員会
12：40〜13：20
研究委員会
12：40〜13：20
会則検討委員会
12：40〜13：20
13：20〜14：00
13：20〜14：00

歯学部 1 号館大講堂
歯学部 1 号館大講堂
歯学部 1 号館大講堂
歯学部 1 号館大講堂

将来検討委員会
企画委員会
教育委員会

歯学部 1 号館大講堂
歯学部 1 号館大講堂
歯学部 1 号館大講堂

13：20〜14：00
編集委員会
常任理事会
14：30〜15：30
役員・理事会
15：30〜17：00

歯学部 1 号館大講堂
歯学部 4 号館大会議室
歯学部 4 号館大会議室

スライドセミナー

3 号館

スライドセミナーⅠ

17：00〜19：00

歯学部 3 号館 4 階 第 1 実習室

「剖検報告書作成における留意点
齋藤

12：00〜17：00

─実際の解剖症例を用いた剖検報告書の作成─」

隆明（社会医療法人 木下会 千葉西総合病院 病理診断科）

スライドセミナーⅡ

…27

歯学部 3 号館 5 階 第 2 実習室

「口腔領域の細胞診」
岸野

万伸（大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室）

スライドセミナーⅢ

…27

歯学部 3 号館 6 階 第 3 実習室

「歯原性腫瘍の病理診断」
熊本

裕行（東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔病理学分野）…27

若手の集い
話

歯学部 3 号館 5 階 第 2 実習室

19：00〜21：00

題：

「病理組織診断を超えた口腔病理医の役割」

…28

話題提供者：

「口腔病理医だからこそ，感染病理にも目を向けよう！
大山

秀樹 先生（兵庫医科大学 病理学講座 機能病理部門）

「口腔病理学的知識を活かした患者対応
松坂

16

─セレンディピティを育もう！─」

─特に金属アレルギーについて─」

賢一 先生（東京歯科大学 臨床検査病理学講座）

プログラム

第 2 日目

8 月29日(木）

開会挨拶
大会長：小宮山

程

CSTホール

9 ：00〜 9 ：05

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

9 ：05〜 9 ：50

一雄（日本大学歯学部）

症例検討 1
座長：田沼

理工学部 1 号館 6 階

順一（朝日大学）
䚯（新潟大学）

9 ：05〜 9 ：20

C− 1

舌縁部腫瘍
藤田

9 ：20〜 9 ：35

C− 2

左舌腫瘍の一例
草深

9 ：35〜 9 ：50

C− 3

修一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻生命医科学講座 口腔病理学分野）…68

公秀（静岡県立静岡がんセンター 病理診断科）

舌腫瘍の 1 例
矢田

直美（九州歯科大学健康増進学講座 口腔病態病理学分野）

症例検討 2
座長：安彦
草深

理工学部 1 号館 6 階

10：00〜10：45

口腔底腫瘍
山崎

10：15〜10：30 C− 5

10：30〜10：45 C− 6

学（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野）

…72

小児の耳下部腫瘍
浦野

誠（藤田保健衛生大学医学部 病理診断科）

…73

下顎腫瘍
丸山

智（新潟大学医歯学総合病院 歯科病理検査室）

特別講演

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

…74
11：00〜12：00

一雄（日本大学歯学部）

「口腔にも出現する皮膚病変

松永

〜金属アレルギーを中心に」

佳世子 教授

（前皮膚アレルギー学会理事長

ランチョンセミナー
座長：斎藤

CSTホール

…70

善裕（北海道医療大学）
公秀（静岡県立静岡がんセンター）

10：00〜10：15 C− 4

座長：小宮山

…69

藤田保健衛生大学医学部 皮膚科学） …30

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

12：00〜13：00

一郎（鶴見大学）

「シェーグレン症候群国際統一診断基準について」

梅原

久範 教授（金沢医科大学 血液免疫内科学講座）

（共催：日本化薬株式会社）

…65
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総

会

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

13：10〜14：00

学会奨励賞授賞式

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

14：00〜14：10

学会奨励賞受賞講演

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

14：10〜14：20

座長：仙波

伊知郎（鹿児島大学）

14：00〜14：10

宇佐美

悠（大阪大学歯学部附属病院 検査部）

教育講演 1
座長：山口

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

14：30〜15：30

朗（東京医科歯科大学）

「シェーグレン症候群の最前線」

住田 孝之 教授
（筑波大学医学医療系内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）
）

アジア口腔病理調査報告
座長：高田

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

…34

15：30〜15：50

隆（広島大学）

新世紀に向けたアジアにおける口腔病理学の標準化と専門医化動向に関する戦略的調査

前田

初彦 教授（愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座）

日本臨床口腔病理学会・日本口腔内科学会共同研究報告
座長：田中

…56

理工学部 1 号館 6 階 CSTホール 15：50〜16：10

昭男（大阪歯科大学）

口腔扁平苔癬に関する 2 学会共同調査研究の経過報告
長谷川 博雅 他（特定非営利法人日本臨床口腔病理学会）
（日本口腔内科学会）

一般演題（口演）1

理工学部 1 号館 6 階

座長：池田

通（長崎大学）

豊澤

悟（大阪大学）

CSTホール

16：20〜17：00

16：30〜16：40 O− 1 下顎臼歯部に発生したfocal osseous dysplasiaの 1 例
落合 隆永（松本歯科大学 口腔病理学講座）
16：40〜16：50 O− 2

…60

…84

A case of spontaneous malignant transformation of fibrous
dysplasia on the right mandible
Satoru Toyosawa（Department of Oral Pathology, Osaka University
Graduate School of Dentistry）
…85

16：50〜17：00 O− 3

唾液腺腫瘍の階層的クラスタリング解析によるグループ分類とそれら
を規定するマーカー
森

17：00〜17：10 O− 4

…86

エナメル上皮腫における腫瘍実質と間質間の関係
河合

18

泰昌（国立がん研究センター研究所 分子病理分野）

穂高（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学講座）

…87

プログラム

一般演題（示説）
P− 1

理工学部 1 号館 6 階

泰弘（日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座）他

…98

麻佑（神戸大学医学部附属病院 病理診断科）他

…99

免疫三重染色を用いた口腔上皮内腫瘍および口腔上皮性異形成への応用
和唐

P− 6

恵衣（福岡歯科大学歯学部総合歯科学講座 総合歯科学分野）他 …97

口腔に発生したメトトレキセート関連リンパ増殖性疾患の 2 例
国分

P− 5

…96

多発性内分泌腫瘍症（MEN）2B型に関連した口腔内粘膜神経腫の病理組織学的検討
大窪

P− 4

博史（生長会府中病院 病理診断科）他

オートファジー抑制によるcancer sphere形成能
瀬野

P− 3

17：00〜18：00

いわゆるオンコサイト症の病理組織学的および免疫組織化学的特徴： 3 例における解析
原田

P− 2

CSTホール

雅博（大阪歯科大学 口腔病理学講座）他

…100

Apocrine hidrocystoma of the lower lip： a case report and literature review
Kentaro Kikuchi（Division of Pathology, Department of Diagnostic and
Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry）et al. …101

P− 7

TGF-βシグナル伝達経路が舌癌細胞株の増殖と浸潤に与える影響について
石黒

P− 8

異時性に両側下顎に生じた腺性歯原性嚢胞一例の病理組織学的検討
大野

P− 9

仁江（日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科 病態組織機構学）他 …102

淳也（日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科 病態組織機構学）他 …103

耳下腺結核の 1 症例
大谷津 幸生（鎌ケ谷総合病院 歯科口腔外科）他

P−10 顎関節洗浄液のcell block tissue array標本を用いた顎関節症の病態診断
三上 俊成（岩手医科大学病理学講座 病態解析学分野）他

…104

…105

P−11 扁平上皮癌移植モデルマウスを用いたNetrin-1 結合部位欠失DCC遺伝子導入の影響
和田 裕子（九州大学大学院歯学研究院 口腔病理学研究分野）他 …106
P−12 口蓋の悪性末梢神経鞘腫瘍 1 例の病理組織学的検討
柬理 頼亮（日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座）他

…107

P−13 Notch1 expression is downregulated in chemically-induced oral epithelial

dysplasia.
Masita Mandasari（Section of Oral Pathology, Graduate School, Tokyo
Medical and Dental University et al.

…108

P−14 Methods of detecting HPV from lymph node metastasis of unknown primary

origin
Yukiko Sato（Japanese Foundation for Cancer Research, Cancer
Institute, Division of Pathology）et al.

…109
19

プログラム

P−15 口腔扁平苔癬（OLP）の臨床型とヒトパピローマウイルス16型（HPV-16）感染との関

係についての検討
加藤

世太（愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座）他

P−16 口腔粘膜病変の細胞診材料を用いたHPV検出の試み
岸野 万伸（大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室）他

…110

…111

P−17 唾液腺導管癌におけるHER2タンパク質HeterogeneityとHER2遺伝子増幅の検討
近藤 裕介（東海大学医学部 基盤診療学系病理診断学）他
…112
P−18 上顎歯肉に発生したホジキンリンパ腫の 1 例
杉浦 康史（自治医科大学付属病院 歯科口腔外科学講座）他

…113

P−19 A case of metastatic clear cell renal cell carcinoma in the submandibular region
Yusuke Amano（Department of Pathology, Nihon University School of
Medicine）et al.
…114
P−20 唾液腺に生じたIntraductal papillomaの 2 例
天野 雄介（日本大学医学部 病態病理学系病理学分野）他

…115

P−21 免疫複合モデルを用いた腫瘍免疫制御機構の解析
近藤 智之（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 口腔分子病態学分野）他 …116
P−22 軟骨石灰化不全ラット（CCIラット）における頭蓋底成長の形態学的観察
永山 元彦（朝日大学歯学部 口腔病理学分野）他

…117

P−23 Connexin, a gap junction molecule, in oral carcinoma in-situ and squamous cell

carcinoma
Ahmed Abdelaziz Essa（Division of Oral Pathology, Niigata University
Graduate School of Medical and Dental Sciences）et al.
…118
P−24 Immunohistochemical expression of HSP27 in ameloblastomas
Keisuke Nakano（Hard Tissue Pathology Unit, Matsumoto Dental
…119
University Graduate School of Oral Medicine）et al.
P−25 Diﬃculties in diagnosing palatal adenoid cystic carcinoma by brush cytology：

a comparative review of 10 cases with histology.
Yukiko Sato（Division of Pathology, Japanese Foundation for Canter
Research, Cancer Institute）et al.
…120
P−26 Overexpression of Podoplanin and HuR may predict the development of oral

cancer in patients with oral epithelial dysplasia
Umma Habiba（Department of Oral Pathology and Biology, Hokkaido
University Graduate School of Dental Medicine）et al.
P−27 舌尖部に発生した腺様嚢胞癌の一例
橋本 和彦（東京歯科大学 臨床検査病理学講座）他

20

…121

…122

プログラム

P−28 多形腺腫の間葉組織の由来に関する研究
松本 由香（大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室）他

…123

P−29 Tight junction molecules in oral carcinoma in-situ and squamous cell carcinoma
Hamzah Babkair（Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate
School of Medical and Dental Sciences）et al.
…124
P−30 口腔に生じたleiomyomatous hamartoma の病理組織学的検討
嶋 香織（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座 口腔病理解析学分野）他 …125
P−31 角化嚢胞性歯原性腫瘍の遺伝子型解析
島田 泰如（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野）他 …126
P−32 口腔扁平上皮癌細胞はマクロファージとの接着を介して膜型MMP発現を亢進する
宇佐美 悠（大阪大学歯学部附属病院 検査部）他
…127
P−33 口腔上皮内腫瘍についての検討
土肥 昭博（自治医科大学 歯科口腔外科学講座）他

…128

P−34 歯周嚢胞paradental cystの成立機序に関する臨床病理学的検討
朔 敬（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野）他

…129

P−35 口蓋部に発生したSolitary ﬁbrous tumorの 1 例
井上 健児（東京歯科大学 臨床検査病理学講座）他

…130

P−36 ラット頭頂骨欠損におけるテトラポッド型人工骨を用いた欠損修復の観察
瓜生 豪（日本大学歯学部 口腔外科学講座）他

…131

P−37 蛋白発現におけるSecretory leukocyte protease inhibitorの関与
岩瀬 孝志（日本大学歯学部 病理学講座）他

…132

P−38 酸性電解機能水（Functional Water：FW）の生物学的機能
浅野 正岳（日本大学歯学部 病理学講座 保存学第 3 講座）他

…133

懇親会

理工学部 1 号館 2 階カフェテリア

18：30〜20：30
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プログラム

第 3 日目

8 月30日(金）

若手シンポジウム「新しきパラダイムを求めて」 理工学部 1 号館 6 階 CSTホール 9 ：00〜10：00
座長：坂本
浅野

啓（東京医科歯科大学）
正岳（日本大学歯学部）

細胞周期調節因子のユビキチン分解異常がもたらす癌の発生・進展機構の解明
常松

貴明（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 基礎生命科学部門 口腔顎顔面病理病態学）他 …46

癌治療に対するepigenetic modiﬁcationの可能性：抗腫瘍免疫細胞への感受性亢進
山根木 康嗣（兵庫医科大学 病理学講座 機能病理部門）他

…48

新規MIA gene familyであるMIA2の口腔癌における機能解析
笹平

智則（奈良県立医科大学分子病理学講座）他

…50

核内長鎖non-coding RNA ─その頭頚部腫瘍との関わり─
入江

太朗（昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座 口腔病理学部門）…52

教育講演 2 ：他臓器の病理を学ぶ
座長：原田

博史（生長会

10：10〜10：45

乳腺腫瘍病変の見方
しのぶ

由起雄

…40

扁平苔癬および類縁疾患の病理診断
泉

美貴 教授（東京医科大学 医学教育講座）

ポスターセレクション 1

…42

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

13：00〜13：40

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

13：40〜14：20

正信（北海道大学）

ポスターセレクション 2
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准教授（東邦大学医学部病理学講座）

博雅（松本歯科大学）

11：20〜11：55

座長：朔

教授（日本大学医学部 病態病理学系腫瘍病理学分野） …38

腎糸球体観察の基礎
石川

座長：進藤

10：10〜11：55

仁（岡山大学）

10：45〜11：20

座長：長谷川

CSTホール

府中病院）
増田

座長：長塚

理工学部 1 号館 6 階

敬（新潟大学）

プログラム

一般演題（口演）2
座長：美島
大山

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

14：30〜15：10

健二（昭和大学）
秀樹（兵庫医科大学）

14：30〜14：40 O− 5

The Inhibitory Effects of Bovine Lactoferrin on Growth and
Invasion of Oral Squamous Cell Carcinoma
Chea Chanbora（Department of Oral and Maxillofacial Pathobiology,
Hiroshima University Institute of Biomedical and Health Sciences） …90

14：40〜14：50 O− 6

発がんに関わるRNA結合タンパクHuRの分解制御
東野

14：50〜15：00 O− 7

哲也（北海道大学歯学部 口腔病理病態学教室）

達也（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野）

症例検討 3

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

…93

15：20〜15：50

康男（日本歯科大学新潟生命歯学部）
保（九州大学）

15：20〜15：35 C− 7

下顎腫瘍
伊東

15：35〜15：50 C− 8

博司（奥羽大学歯学部口腔病態解析制御学講座 口腔病理学分野）…76

下顎骨腫瘍の 1 例
石川

文隆（埼玉県立がんセンター 病理診断科）

症例検討 4
座長：草間
出雲

…92

口腔扁平苔癬のいわゆるシバット小体における細胞死関連因子の検討
阿部

座長：岡田
清島

…91

アデノウイルス感染によるStress Granules形成阻害
北村

15：00〜15：10 O− 8

史裕（北海道大学大学院歯学研究科 口腔病理病態学教室）

理工学部 1 号館 6 階

CSTホール

…77
16：00〜16：45

薫（明海大学）
俊之（東京医科歯科大学）

16：00〜16：15 C− 9

下顎骨腫瘍の 1 症例
廣田

由佳（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔病態診断科学分野）…80

16：15〜16：30 C−10 口蓋腫瘍
程 䚯（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野）

…81

16：30〜16：45 C−11 上顎骨腫瘍
柳沢 俊良（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 口腔顎顔面病理病態学研究室）…82

閉会式

16：50〜17：00
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講演抄録

第１日目

８月28日（水）
スライドセミナー

スライドセミナーⅠ

「剖検報告書作成における留意点 ─実際の解剖症例を用いた剖検報告書の作成─」
齋藤 隆明 （社会医療法人 木下会 千葉西総合病院 病理診断科）
口腔病理専門医試験の剖検症例問題は，われわれ歯科医師にとって高いハードルとなっていることは周
知の如くである。臨床経過や解剖肉眼所見を整理し，組織標本から的確な病態を読み取り，整合性のある
診断を行うことが求められる。近年の出題は解剖診断のみならず，死亡に至るまでの臨床経過と病態のフ
ローチャート作成，臨床からの質問事項に対する回答など，CPCに準ずる内容が求められる傾向にある。
本スライドセミナーでは実際の剖検症例を検鏡・演習し，臨床経過や肉眼所見のキーポイント，組織所見
の取り方，死因への導き方や留意点など解説し，肩の張らないトレーニングの一機会としたい。

スライドセミナーⅡ

「口腔領域の細胞診」
岸野 万伸 （大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室）
口腔細胞診は，癌を早期に発見するための有用な方法の一つとして認識されつつあり，歯科診療の場や
口腔がん検診等で用いられるようになってきています。口腔病理専門医の受験資格においても，細胞診の
基礎的能力を習得していることとあり（平成23年度以降の歯科医籍登録者からは「細胞診症例数50件以
上」
）
，試験では共通問題も含めて10問近く出題されます。また，細胞診専門医の認定試験では，昨年から
「歯科口腔領域」という専門分野が追加され，口腔細胞診のスペシャリストを増やそうという動きがあり
ます。今回のセミナーでは，口腔領域の細胞診についての概説に加えて，主に口腔病変についてガラス標
本を使用した顕微鏡実習を行い，少しでも口腔領域の細胞診をみる力を伸ばすのに役立ててもらいたいと
思っています。

スライドセミナーⅢ

「歯原性腫瘍の病理診断」
熊本 裕行 （東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔病理学分野）
歯原性腫瘍は，歯の形成に関する細胞に由来する腫瘍の総称で，専ら顎骨領域に発生する。その特徴と
して，（1）歯の発生に関連して生じるため，若年者に多く組織学的に多様であること，
（2）骨組織という
かなり特殊な環境に生じる一方，また，様々な程度で上皮性成分の関与があること，（3）殆どが良性腫瘍
であるが，局所侵襲性を示し再発しやすい病変が含まれること，が挙げられる。これらの多彩な歯原性腫
瘍を診断するためには，組織学的な特徴を把握することが重要であることはいうまでもないが，年齢･性
別･部位･症候･画像所見などの臨床所見との関連についても配慮が必要である。また，近年，歯原性腫瘍
の発症や進展に分子や遺伝子の異常や変化が関与することが報告され，これらの分子病理学的側面が歯原
性腫瘍の特徴と密接に関わっており，一部ではあるが診断においても有用であることが示唆されている。今
回，歯原性腫瘍の診断に必要な組織像ならびに臨床所見を概説し，また有用な分子検索について紹介する。
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第１日目

８月28日（水）
「若手の集い」

第24回日本臨床口腔病理学会にて将来検討委員会主催で「若手の集い」を下記の通り開催する運びとな
りました。若手の先生方には是非，気軽にご参加頂きますようお願い致します。また，会の名称は「若手
の集い」となっておりますが，各年齢層の会員がより緊密なコミニュケーションをとることを目的として
おりますので，各年齢層の先生方のご参加をお願い致します。

日

時：平成25年 8 月28日(水）19：00〜21：00

会

場：日本大学歯学部 3 号館 5 階 第 2 実習室

会

費：1,000円

話

題：「病理組織診断を超えた口腔病理医の役割」

話題提供者：
「口腔病理医だからこそ，感染病理にも目を向けよう！

─セレンディ

ピティを育もう！─」
大山

秀樹

先生（兵庫医科大学

病理学講座／機能病理部門）

「口腔病理学的知識を活かした患者対応

─特に金属アレルギーにつ

いて─」
松坂
主
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賢一

催：将来検討委員会

先生（東京歯科大学

臨床検査病理学講座）

特別講演

特別講演

第２日目

８月29日（木）
特別講演「口腔にも出現する皮膚病変
松永

〜金属アレルギーを中心に」

佳世子

藤田保健衛生大学医学部皮膚科学

藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座教授
医学博士
日本皮膚科学会認定専門医／指導医
日本アレルギー学会認定専門医／指導医
【学歴】
1976年 3 月
【職歴】
1976年 4 月

名古屋大学医学部医学科卒業
三菱名古屋病院研修医

1977年 4 月
名古屋大学医学部皮膚科入局／附属病院・分院研修医
1978年 5 月
名古屋保健衛生大学医学部皮膚科助手
1980年 4 月
名古屋大学医学部附属病院皮膚科医員
1981年 4 月
名古屋大学医学部附属病院分院医員
1991年 4 月
藤田保健衛生大学医学部皮膚科講師
2000年 5 月
藤田保健衛生大学医学部皮膚科講座教授
2009年 2 月〜2012年 1 月 藤田保健衛生大学病院 副院長
2009年 2 月〜2012年 1 月 藤田保健衛生大学病院 臨床研修センター長
【専門分野】
接触皮膚炎，蕁麻疹，ラテックスアレルギー，アトピー性皮膚炎，スキンケア，美容皮膚科，
再生医療
【所属学会】
日本皮膚科学会（理事）2012. 7 . 1 〜
日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会（理事）
日本アレルギー学会（代議員）2002/11/29〜2005/ 3 /31 評議員
2005/04/01〜2013/05/10まで，代議員任期中（ 4 期）
International Contact Dermatitis Research Group 班員
日本香粧品学会（理事）
2002年 9 月 1 日〜 日本美容皮膚科学会（理事）
2011. 7 〜 日本アレルギー学会 化粧品中のタンパク加水分解物の安全性に関する特別委員
会 委員長
2012.10〜2015. 9 消費者安全調査委員会 委員（非常勤国家公務員 内閣総理大臣任命）
2013. 1 〜2015. 1
2013. 5 〜
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厚生労働省 薬事・食品衛生審議会

臨時委員

消費者安全調査委員会 食品・化学・医学等部会

部会長

特別講演

口腔にも出現する皮膚病変

〜金属アレルギーを中心に

口腔と皮膚は，口唇を介して連続し，ともに外界と接する免疫最前線の組織である。口腔にも病変を伴
う皮膚疾患は少なくない。全身性エリテマトーデス，Sjögren症候群などの自己免疫性疾患や，天疱瘡な
どの自己免疫性水疱症がよく知られている。
遅延型アレルギーでは皮膚と粘膜移行部に好発する固定薬疹，重篤な眼と口腔の粘膜疹を特徴とする
Stevens-Johnson症候群，中毒性表皮壊死症（TEN），移植片対宿主病（GVHD），そして扁平苔蘚などが
口腔粘膜と皮膚の両者に生じる。これらは，総じて苔蘚型組織反応を呈する疾患である。扁平苔蘚の中に
は，水銀やパラジウムなどの歯科金属アレルギーによって発症している場合がある。原因歯科金属の近傍
粘膜に病変がある場合が多いが，同時に皮膚にも病変があり，原因歯科金属を除去することにより，口腔
粘膜および皮膚の扁平苔蘚が完治する症例も少なくない。しかし，パッチテストによっても，金属アレル
ギーの証明できない症例も多い。
本講演では，日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会の共同研究として，全国規模でおこなってきた，ア
レルギー性接触皮膚炎症例と，ジャパニーズスタンダードアレルゲンの陽性率の疫学調査結果を紹介し，
また，藤田保健衛生大学の歯科金属アレルギー症例の経験をまとめ，口腔にも出現する皮膚病変について
金属アレルギーを中心に考えを述べたい。
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教育講演１

教育講演１

第２日目

８月29日（木）
教育講演１「シェーグレン症候群の最前線」
住田

孝之

筑波大学医学医療系内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）

【略歴】
昭和29年10月13日生
昭和54年 3 月
昭和54年 5 月
昭和57年 4 月
昭和60年10月
昭和61年 3 月
昭和62年 1 月
平成 1 年 1 月
平成 4 年 3 月
7年5月
7 年12月
10年 4 月
13年 4 月
20年 4 月
21年 4 月
23年10月
24年 4 月

千葉大学医学部卒業
千葉大学医学部第二内科入局（研修医），医師免許取得
千葉大学大学院医学研究科博士課程（免疫学：谷口克教
授）入学
日本学術振興会特別研究員採用
大学院修了，医学博士（千葉大学）取得
西ドイツ国ケルン大学遺伝学研究所（Klaus Rajewsky教授）へ留学
帰国，千葉大学（医学部第二内科）研究生
千葉大学助手（医学部第二内科）
聖マリアンナ医科大学講師（難病治療研究センター）
聖マリアンナ医科大学助教授（難病治療研究センター）
筑波大学教授（臨床医学系内科）
筑波大学大学院教授（人間総合科学研究科先端応用医学専攻臨床免疫学）
筑波大学大学院教授（人間総合科学研究科疾患制御医学専攻臨床免疫学）
筑波大学学長補佐兼任（〜23年 3 月）
筑波大学教授（医学医療系 内科（膠原病・リウマチ・アレルギー））
筑波大学人間総合科学研究科疾患制御医学専攻長兼任〜現在
筑波大学医学医療系臨床医学域長兼任〜現在
筑波大学附属病院副病院長兼任〜現在

25年 4 月
【賞等】
平成 6 年
日本内科学会奨励賞受賞
平成 8 年
日本リウマチ学会賞受賞
平成22年
日本シェーグレン症候群学会賞受賞
【主な研究テーマ】
自己免疫病の病因解明，特異的制御
【所属学会】
日本内科学会，日本リウマチ学会，日本アレルギー学会，日本免疫学会，アメリカリウマチ学会，日本シェー
グレン症候群学会など
【学会理事・評議員】
日本内科学会，日本リウマチ学会（理事），日本免疫学会，日本臨床免疫学会（理事）
，日本アレルギー学会，
日本臨床分子医学会，日本シェーグレン症候群学会（理事長）
【編集委員】
Modern Rheumatology 副編集長（2005. 4 〜2013. 4 ），編集長（2013. 4 〜）
第 8 回国際シェーグレン症候群シンポジウム 副会長（2002. 5 ）
第11回日本シェーグレン症候群研究会 会長（2002. 5 ）
第16回日本リウマチ学会関東支部学術集会 会長（2005.12）
日本シェーグレン症候群研究会 代表世話人（2006.10〜2009. 3 ）
日本シェーグレン症候群学会 理事長（2009. 4 〜現在）
第37回日本臨床免疫学会総会 会長（2009.11）
第12回国際シェーグレン症候群シンポジウム 会長（2013.10予定）
2002年〜2008年 厚労省厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策事業
『特定疾患対策のための免疫学的手法の開発に関する研究』班主任研究者
2008年〜2011年 厚労省厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業
『免疫疾患の病因・病態解析とその制御戦略へのアプローチ』班主任研究者
2011年〜
厚労省厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
『自己免疫疾患に関する調査研究』班 研究代表者
【著書】
EXPERT 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2002年
ESSENCE 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2002年
COLOR ATLAS 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2003年
GUIDELINE 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2005年
膠原病・リウマチを科学する（診断と治療社）
〔単著〕2005年
第二版 EXPERT 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2006年
第二版 COLOR ATLAS 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2010年
第二版 GUIDELINE 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2010年
第三版 EXPERT 膠原病・リウマチ（診断と治療社）2013年
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シェーグレン症候群の最前線
シェーグレン症候群（Sjogrenʼs syndrome, SS）は，慢性唾液腺炎と乾燥性角結膜炎を主徴とし，多彩
な自己抗体（抗核抗体，リウマトイド因子，抗SS-A抗体，抗SS-B抗体など）の出現や高ガンマグロブリン
血症をきたす自己免疫疾患である。病因として自己免疫応答が推定されている。ドライアイやドライマウ
スに加えて全身の諸臓器病変を呈する。中年の女性に好発し患者数は約 7 万人である。他の膠原病を合併
していない一次性SSと全身性エリテマトーデスなどの他の膠原病を合併した二次性SSに大別される。診断
は，1999年に制定された旧厚生省改訂診断基準による。診断基準は， 1 ）口唇唾液腺や涙腺の生体病理組
織検査， 2 ）唾液腺管造影やガムテスト・シンチグラフイーによる口腔検査， 3 ）シャーマー試験やロー
ズベンガル染色・蛍光染色による眼科検査， 4 ）抗SS-A抗体あるいは抗SS-B抗体に関する血清検査，の 4
項目から構成され， 2 項目以上が陽性であればSSと診断される。治療は，ドライアイやドライマウスに対
して，人工涙液やムスカリン作働性アセチルコリン受容体M3（M3R）のアゴニストによるQOLを高める
対症療法が中心となる。活動性が高い臓器病変に対して，副腎皮質ホルモン（ステロイド）薬や免疫抑制
薬を投与し，生命予後を改善する治療が必要である。
本講演では，SS臨床像，発症機構，診断，治療の最新情報について概説したい。
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教育講演２

第３日目

８月30日（金）
教育講演２「乳腺腫瘍病変の見方」
増田

しのぶ

日本大学医学部病態病理学系

【略歴】
1985年 3 月

腫瘍病理学分野

弘前大学医学部卒業

1992年 4 月
1995年 4 月
1998年 4 月

東海大学医学部付属病院病理診断科 臨床助手
東海大学医学部病態診断系病理学 助手
東海大学医学部総合診療学系病理診断学部門 講

2003年 4 月
2011年 2 月

師
東海大学医学部基盤診療学系病理診断学領域 助教授
日本大学医学部病態病理学系病理学分野 教授

2013年 4 月
日本大学医学部病態病理学系腫瘍病理学分野
【学会】
日本病理学会 学術評議員
日本臨床細胞学会 評議員
日本乳癌学会 評議員
日本組織細胞化学会 評議員
日本内分泌学会 代議員
【著書】
Associate editor
Pathology International
Breast Cancer
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教育講演２

乳腺腫瘍病変の見方
乳腺腫瘍の病理診断はコンサルテーションの多い領域の一つとされている。しかし，下記のようないく
つかの基本的事項を知ることが乳腺病理の理解の一助となる。
1 ．乳腺はホルモン依存性組織である。
2 ．乳管・小葉は，導管上皮細胞と筋上皮細胞から構成される。
3 ．乳癌は乳管・小葉内から発生する。非浸潤癌の割合が増加している。
4 ．乳管は分枝を繰り返し，乳腺葉を構成する。乳癌の広がりは， 3 次元的である。
乳癌の病理診断の難しさの一つは，過形成性変化と癌との鑑別にある。乳腺上皮細胞はホルモン依存性
であり，長期にわたるエストロゲン刺激による過形成性変化と，退行性変化とが混在し，多様性のある組
織所見を呈することが多い。一方，乳癌細胞は，モノクローナルな増殖を示す。このことが，一般的な癌
の病理組織像に対する認識，非腫瘍：整，腫瘍：不整をそのまま乳腺病理診断に適応しにくい点の一つで
ある（下図）。
乳癌病理診断における未解決課題の一つは，筋上皮細胞の関与する腫瘍の取り扱いである。筋上皮細胞
が明確に腫瘍成分の一つとして理解されている腫瘍を表に示す。乳腺においては導管上皮細胞の増殖が優
位であり，筋上皮細胞の増殖性病変は唾液腺腫瘍に比較して少ない。未解決課題は多く存在するが，その
一つとして，乳腺腫瘍に混在する筋上皮細胞の存在であろう。これらの筋上皮細胞は一般的に非腫瘍成分
と考えられているが，その腫瘍性性格の有無については十分解明されてはいない。
本講演では，これらの内容を中心に，具体例を示して紹介する。

乳腺症

乳

癌

筋上皮細胞が腫瘍成分として認識されている腫瘍
（ WHO classiﬁcation of tumors of the breast より抜粋）
3 . Special subtypes（carcinoma）
salivary gland/skin adnexal type tumors
adenoid cystic carcinoma
mucoepidermoid carcinoma
polymorhous carcinoma
8 . Benign epithelial proliferations
pleomorphic adenoma
9 . Myoepithelial and epithelial-myoepithelial lesions
adnomyoepithelioma, adenomyoepithelioma with carcinoma
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第３日目

８月30日（金）
教育講演２「腎糸球体観察の基礎」
石川

由起雄

東邦大学医学部病理学講座

【略歴】
1981（昭和56）年

徳島大学医学部卒業

1987（昭和62）年
1992（平成 4 ）年
1996（平成 8 ）年

東京医科大学病理学第 1 講座
東京医科大学八王子医療センター・病院病理部
東邦大学医学部病理学第 2 講座 講師

2007（平成19）年

東邦大学医学部病理学講座
現在に至る

准教授

【専門分野】
心血管系の病理，心腎のリンパ管，糸球体腎炎の診断病理

40

教育講演２

腎糸球体観察の基礎
糸球体腎炎の診断は熟練を要するとされるが，それは糸球体が径400μm以下の微小組織であり，HE染
色標本の光顕所見の把握に苦慮するという先入観に起因すると思われる。糸球体腎炎の多くは組織学的所
見によって鑑別可能であり，糸球体内の微小病変の所見を把握する必要がある。正確な確定診断には電顕
や蛍光抗体法の結果も考慮するべきだが，しかし，光顕観察において可能な限り異常所見をつかむことが
重要である。
本講演では，糸球体の正常構造と観察ポイント，特にメサンギウムと係蹄壁の異常所見の捉え方につい
て概説する。糸球体の光顕観察にはPAS・PAM染色標本を見慣れることが重要であり，両染色を中心に
種々の特徴的な病変を提示したい。
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第３日目

８月30日（金）
教育講演２「扁平苔癬および類縁疾患の病理診断」
泉

美貴

東京医科大学 医学教育学講座

山口県出身
旧姓：原田
【職歴】
昭和63年 5 月 1 日
平成 2 年 4 月 1 日
平成 4 年 4 月 1 日
平成 5 年 5 月 1 日
平成 6 年 5 月 1 日
平成10年 9 月 1 日
平成16年 4 月 1 日
平成19年12月 1 日
平成21年 7 月 1 日

川崎医科大学人体病理学教室，附属病院 病院病
理部 研修医
川崎医科大学 人体病理学教室 臨床助手
川崎医科大学附属病院 病院病理部シニアレジデント
在日横須賀米海軍病院（U.S.Naval Hospital,Yokosuka）インターン
山口県立総合病院センター（山口県立中央病院）病理科，常勤医師
NTT東日本関東病院（NTT関東逓信病院）病理診断科 常勤医師
東京医科大学 病理学第一講座 講師
東京医科大学 病理診断学講座（教室改編に伴う名称変更）講師
東京医科大学 病理診断学講座 准教授
東京医科大学 医学教育学講座 教授
現在に至る。

【非常勤講師】
昭和大学医学部 病理学教室第一講座
東京大学医学部 人体病理学・病理診断学教室
東京女子医科大学 病理学教室
藤田保健衛生大学医学部 皮膚科学教室
徳島大学医学部 病理学教室
島根大学医学部 器官病理学教室
岩手医科大学医学部
【嘱託医】

病理学講座

虎の門病院 皮膚科
がん・感染症センター都立駒込病院病理科
【専門分野】
病理診断全般，皮膚病理診断，医学教育
【資格】
平成 3 年 3 月25日
平成 5 年 8 月 2 日

死体解剖資格（第5885号）
日本病理学会認定，病理専門医（第1704号）

平成 5 年12月15日
平成 9 年 5 月28日
平成10年 8 月22日
平成13年 8 月 1 日
平成23年12月 3 日

日本臨床細胞学会認定，細胞診指導医（第1248号）
医学博士（東京大学医学部 乙13392）
日本臨床検査学会認定，臨床検査専門医（第430号）
Certiﬁed Pathologist of International Academy of Cytology
国際皮膚病理学会（The International Committee for Dermatopathology）
皮膚病理専門医
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扁平苔癬および類縁疾患の病理診断
本講演では，扁平苔癬を皮膚病理の観点から述べます。扁平苔癬のように，炎症の主座が表皮（上皮）
真皮境界部に存在する疾患は， interface dermatitis と呼ばれます。基底細胞ないし基底膜が炎症のター
ゲットであり，炎症細胞は浅層血管叢からターゲットを目がけて浸潤します。扁平苔癬の炎症細胞は非常
に高度に浸潤し真皮乳頭層を埋め尽くするため，弱拡大では帯状を呈します。脆弱になった角化細胞や基
底膜は空胞変性や壊死を来たし，表皮突起が削られて，鋸歯状を呈します。基底細胞の傷害により角化細
胞の正常な成熟が障害され，過角化や顆粒層の肥厚を引き起こします。
本講演では扁平苔癬を中心にinterface dermatitisをきたす疾患の鑑別疾患を提示します。
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若手シンポジウム

第３日目

８月30日（金）
若手シンポジウム「細胞周期調節因子のユビキチン分解異常がもたら
す癌の発生・進展機構の解明」
常松

貴明 1，工藤

保誠 2，高田

隆1

1

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 基礎生命科学部門 口腔顎顔面病理病態学

2

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部口腔分子病態学

【略歴】
平成21年 3 月
広島大学歯学部歯学科卒業
平成21年 4 月
広島大学病院歯科研修医
平成22年 4 月
広島大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程入学
平成23年 4 月〜
日本学術振興会特別研究員（DC 1 ）
平成25年 9 月
広島大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程修了予定
【受賞】
平成19年
第40回広島大学歯学会総会奨励賞
平成20年
第50回歯科基礎医学会学術大会学生ポスター発表賞
平成22年
第64回日本口腔科学会学会賞優秀発表賞
平成23年
3 rd International workshop on Biodental Education＆Research, poster award
平成23年
第14回広島大学歯学部同窓会奨励賞
平成24年
第64回日本歯科基礎医学会学術大会優秀ポスター発表賞
平成25年
日本病理学会100周年記念病理学研究新人賞
【業績集】
1. Tsunematsu T, Takihara Y, Ishimaru N, Pagano M, Takata T, Kudo Y. Aurora-A controls prereplicative complex assembly and DNA replication by stabilizing geminin in mitosis.
; 4:
1885. doi: 10. 1038/ncomms2859. 2013.
2. Shimizu N, Nakajima N, Tsunematsu T, Ogawa I, Kawai H, Hirayama R, Fujimori A, Yamada A, Okayasu
R, Ishimaru N, Takata T, Kudo Y. Selective enhancing eﬀect of Early mitotic inhibitor 1 depletion on the
sensitivity of doxorubicin or X-ray treatment in human cancer cells.
. May 3. 2013.
3. Kudo Y, Iizuka S, Yoshida M, Nguyen PT, Sirwardena SB, Tsunematsu T, Ohbayashi M, AndoT,
Hatakeyama D, Shibata T, Koizumi K, Maeda M, Ishimaru N, Ogawa I, Takata T. Periostin directly and
indirectly promotes tumor lymphangiogenesis of head and neck cancer.
7（8）: e44488. 2012.
4. Kudo Y, Iizuka S, Yoshida M, Tsunematsu T, Kondo T, Subarnbhesaj A, Siriwardena SB, Tahara H,
Ogawa I, Takata T. Matrix metalloproteinase-13 directly and indirectly promotes tumor angiogenesis.
Nov 9; 287: 38716-38728. 2012.
5. Deraz EM, Kudo Y, Yoshida M, Tani H, Tsunematsu T, Siriwardena BSMS, Kiekhaee MR, Qi G, Iizuka S,
Ogawa I, Campisi G, Lo Muzio, Abiko Y, Kikuchi A, Takata T. MMP-10/stromelysin-2 promotes
invasion of head and neck cancer.
6（10）: e25438. 2011.
6. Iizuka S, Kudo Y, Yoshida M, Tsunematsu T, Yoshiko Y, Uchida T, Ogawa I, Miyauchi M, Takata T.
Ameloblastin regulates osteogenic diﬀerentiation by inhibing Src kinase via crosstalk between integrin
β1 and CD63.
Feb; 31（4）: 783-92. 2011.
7. Kudo Y, Tsunematsu T, Takata T. Deregulation of anaphase promoting complex/cyclosome dependent
proteolysis in cancer.
Nov; 52: 388-401. 2010.
8. Kudo Y, Tsunematsu T, Takata T. Oncogenic role of RUNX3 in head and neck cancer.
Feb; 112（2）: 387-393. 2010
9. Qi G, Kudo Y, Ando T, Tsunematsu T, siriwardena BSMS, Yoshida M, Keihaee RM, Ogawa I, Takata T.
Nuclear survivin expression and malignant behavior of oral cancer.
Apr; 46（4）: 263-70. 2010.
10. Tsunematsu T, Kudo Y, Iizuka S, Ogawa I, Fujita T, Kurihara H, Abiko Y, Takata T. RUNX3 has an
oncogenic role in head and neck cancer.
jun 12; 4（6）: e5892. 2009.
11. Hatano H, Kudo Y, Ogawa I, Tsunematsu T, Kikuchi A, Abiko Y, Takata T. IFN-induced
transmembrane protein 1 promotes invasion at early stage of head and neck cancer progression.
Res Oct 1; 14（19）: 6097-105, 2008.
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細胞周期調節因子のユビキチン分解異常がもたらす
癌の発生・進展機構の解明
細胞周期は生物にとって根源的な現象であるため，厳密に制御されている。しかし，癌ではその厳密な
制御機構の破綻が生じ，染色体不安定を誘導することで，種々の悪性形質を獲得すると考えられる。近年，
様々な細胞周期調節因子が時期特異的なタンパクのユビキチン分解により，量的・質的制御を受け，細胞
周期を厳密に制御することが明らかにされつつあるが，その詳細は未だ不明な点が多い。従って，癌の発
生・進展機構を解明するためには，ユビキチン分解による細胞周期調節因子の分解制御機構を明らかにす
ることが重要であると考えられる。我々はユビキチン分解に関わる因子の中でも，細胞分裂や分化に関わ
る多くのタンパクを基質とし，そのユビキチン分解に関わるAPC/C（Anaphase Promoting Complex/
Cyclosome）ユビキチンリガーゼに着目して研究を行っている。APC/CユビキチンリガーゼはM期より活
性化し種々の基質タンパクを分解するが，これら基質タンパクの分解はAPC/C活性に依存して同時に生じ
るわけではなく，それぞれM-G 1 期において異なったタイミングで生じる。基質タンパクが機能的に必要
な時期には分解が抑制され，厳密に分解のタイミングが制御されていると考えられる。興味深いことに
APC/Cユビキチンリガーゼの基質タンパクの多くが癌で過剰発現しており，癌の発生や進展と密接な関わ
りを有することが報告されている。しかしながら，実際の癌組織や癌細胞でのAPC/C自体の異常はほとん
ど報告されていないことから，基質タンパクの分解制御機構になんらかの異常が生じている可能性が示唆
される。本シンポジウムでは，APC/Cユビキチンリガーゼの基質タンパクがどのように分解のタイミング
を制御されているかについての我々の最近の知見とその制御の破綻がもたらす癌化あるいは癌の進展への
関与について紹介したい。
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第３日目

８月30日（金）
若手シンポジウム「癌治療に対するepigenetic modiﬁcationの可能性：
抗腫瘍免疫細胞への感受性亢進」
山根木

康嗣，大山

秀樹

兵庫医科大学 病理学講座 機能病理部門

【略歴】
1997年
1997年〜1998年
1998年〜2002年
2002年〜2005年
2006年
2010年

大阪歯科大学卒業
大阪歯科大学付属病院 臨床研修歯科医
大阪歯科大学大学院歯学研究科博士課程（病理学専攻）
米国国立がん研究所（NCI）/ NIH
Postdoctoral Visiting Fellow
兵庫医科大学 第一病理学講座（現機能病理部門） 助教
兵庫医科大学 病理学講座 機能病理部門 講師
現在に至る

【資格】
歯科医師免許
死体解剖資格（病理解剖）
日本病理学会認定口腔病理専門医
【受賞歴】
2004年度〜2005年度
日本学術振興会海外特別研究員（NIH）
2010年度
日本病理学会近畿支部会公募部門学術奨励賞
【Selected publication】
1. Yamanegi K, Yamane J, Kobayashi K, Kato-Kogoe N, Ohyama H, Nakasho N, Yamada N, Hata M,
Fukunaga S, Futani H, Okamura H and Terada N., Valproic acid cooperates with hydralazine to
augment the susceptibility of human osteosarcoma cells to Fas- and NK cell-mediated cell death,
., 41, 83-91, 2012
2. Yamanegi K, Yamane J, Kobayashi K, Kato-Kogoe N, Ohyama H, Nakasho N, Yamada N, Hata M,
Fukunaga S, Futani H, Okamura H and Terada N., Down-regulation of matrix metalloproteinase-9
mRNA by valproic acid plays a role in inhibiting the shedding of MHC class I-related molecules A and
B on the cell-surface of human osteosarcoma cells,
., 28, 1585-1590, 2012
3. Yamanegi K, Yamane J, Kobayashi K, Kato-Kogoe N, Ohyama H, Nakasho K, Yamada N, Hata M,
Nishioka T, Fukunaga S, Futani H, Okamura H and Nobuyuki Terada., Sodium valproate, a histone
deacetylase inhibitor, augments the expression of cell-surface NKG2D ligand, MICA and B, without
increasing their soluble forms to enhance susceptibility of human osteosarcoma cells to NK cellmediated cytotoxicity,
., 24, 1621-1627, 2010
4. Khan SG, Yamanegi K, Zheng ZM, Boyle J, Imoto K, Oh KS, Baker CC, Gozukara E, Metin A and
Kraemer KH., XPC branch-point sequence mutations disrupt U2 snRNP binding resulting in abnormal
pre-mRNA splicing in xeroderma pigmentosum patients,
., 31, 167-175, 2010
5. Yamanegi K, Yamane J, Hata M, Ohyama H, Yamada N, Kogoe N, Futani H, Nakasho K, Okamura H
and Terada N., Sodium valproate, a histone deacetylase inhibitor, decreases the secretion of soluble Fas
by human osteosarcoma cells and increases their sensitivity to Fas-mediated cell death,
., 135, 879-889, 2009
6. Majerciak V*, Yamanegi K*, Allemand E, Kruhlak M, Krainer A.R and Zheng ZM., Kaposi sarcomaassociated herpesvirus ORF57 functions as a viral splicing factor and promotes the expression of
intron-containing viral lytic genes in spliceosome-mediated RNA spicing,
., 82, 2792-2801, 2008
（*Both are ﬁrst authors who contributed equally to this work）
7. Majerciak V, Yamanegi K and Zheng ZM., Gene Structure and Expression of Kaposiʼs Sarcomaassociated Herpesvirus ORF56, 57, 58 and 59,
., 80, 11968-11981, 2006
8. Yamanegi K, Tang S and Zheng ZM., Kaposiʼs sarcoma-associated herpesvirus K8βis derived from a
splicing intermediate of K8 pre-mRNA and antagonizes K8α
（K-bZIP）to induce p21 and p53 and
blocks K8α-CDK2 interaction,
., 79, 14207-14221, 2005
9. Bodaghi S, Yamanegi K, Bowmen E, Da Costa M, Harris C, Palefsky J and Zheng ZM., Colorectal
papillomavirus infection in patients with colorectal cancer,
., 11, 2862-2867, 2005
10. Tang S, Yamanegi K and Zheng ZM., Requirement of a 12-bp TATT-containing sequence and viral
lytic DNA replication in activation of the Kaposiʼs Sarcoma-Associated Herpesvirus K8.1 late promoter,
, 78, 2609-2614, 2004
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癌治療に対するepigenetic modiﬁcationの可能性：
抗腫瘍免疫細胞への感受性亢進
近年，様々な種類の癌において，ヒストンのアセチル化やDNAのメチル化等の異常が指摘されており，
これらの異常が発癌に関与しているとの報告がなされている。またこれらの異常は，放射線・化学・免疫
療法等に対して腫瘍が抵抗性を示す原因の一つであるといわれている。従って，このepigenetic eventを制
御することにより，ヒト悪性腫瘍に対して各種療法の奏効率を上げ，術後再発や転移を抑制することがで
きるのではないかと考える。
骨肉腫は，骨原発悪性腫瘍の中では骨髄腫を除くと最も頻度の高い腫瘍であり，その大部分は10歳代の
青年期に発生する。好発部位は，主に大腿骨であるが，口腔領域の顎骨にも発生する。骨肉腫の治療では，
腫瘍の広範切除に加え，多剤の抗癌剤による術前・術後の系統的化学療法が一般的に用いられている。こ
の化学療法の進歩により，最近では術前に転移のない症例では 5 年生存率は約75％にまで改善されている。
しかしながら，一度，転移（主に肺転移）が起こると，予後は著しく悪い。従って，骨肉腫の治療成績の
向上のためには，転移巣の増殖を抑制または転移巣を消滅させる新たな治療法を化学療法と併用する必要
がある。その治療法の一つとして，細胞障害性T細胞やNK細胞等の抗腫瘍免疫細胞の活性化による免疫療
法がある。細胞障害性T細胞（CD8（+）T-cell）は細胞膜のFas ligandを，またNK細胞は細胞膜のNKG2D
receptorを介して各々の腫瘍細胞膜表面のFas receptorやNKG2D ligand（MIC）と結合し，殺腫瘍細胞作
用を発揮する。しかしながら，骨肉腫を含む多くの腫瘍細胞は，遊離型（soluble）Fas（sFas）や遊離型
MIC（sMIC）を産生し，Fas ligand/sFasまたはNKG2D/ sMIC complexを形成する。その結果，抗腫瘍
免疫細胞の腫瘍細胞への結合が阻害され，腫瘍細胞は免疫細胞による攻撃を回避（自己防衛）する。そこ
で，骨肉腫の治療に免疫療法を併用するための試みとして，epigenetic drugであるヒストン脱アセチル化
阻害剤およびDNAメチル化阻害剤を用いFas ligandやNKG2Dを介する骨肉腫細胞排除機構の活性化を検
討した。これらepigenetic drugは腫瘍が発現するFasやNKG2Dの発現を増加させ，分泌型Fasや遊離型
NKG2Dの形成を抑制した。その結果Fas/Fas ligandおよびNKG2D/NKG2D ligandを介する腫瘍排除を亢
進させた。以上より，ヒストン脱アセチル化阻害剤およびDNAメチル化阻害剤の応用は，骨肉腫に対して
従来よりも免疫療法の奏効率が改善されることが示され，更にその他の悪性腫瘍に対しても有効であると
考える。
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第３日目

８月30日（金）
若手シンポジウム「新規MIA gene familyであるMIA2の口腔癌にお
ける機能解析」
笹平

智則 1，栗原

都 1, 2，桐田

1

奈良県立医科大学 分子病理学講座

2

奈良県立医科大学 口腔外科学講座

【学歴】
平成15年 3 月
平成15年 4 月
平成17年 3 月
【職歴】
平成17年 4 月
平成24年 4 月

忠昭 2，國安

弘基 1

昭和大学歯学部卒業
奈良県立医科大学大学院医学研究科入学（腫瘍病
理学専攻）
同上単位取得退学
奈良県立医科大学分子病理学講座助手
同上講師
現在に至る

【資格等】
歯科医師免許
博士（医学）・奈良県立医科大学
死体解剖資格（病理解剖）
日本病理学会認定口腔病理専門医・研修指導医
日本臨床細胞学会認定細胞診専門医
【受賞】
平成23年度日本臨床口腔病理学会奨励賞（実験病理分野）
第31回日本口腔腫瘍学会優秀ポスター賞
平成24年度日本病理学会学術奨励賞
【役職等】
日本病理学会学術評議員
日本口腔腫瘍学会「口腔癌取扱い規約」ワーキンググループ委員
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新規MIA gene familyであるMIA2の口腔癌における機能解析
我々はこれまでにMIAが口腔癌においてVEGF familyを介した血管・リンパ管新生を誘導することで腫
瘍促進的に作用することを報告してきた。MIA2は新規MIA gene familyに属する分泌タンパクであり正
常組織では肝細胞に特異的に発現している。プロモーター領域にHNF1が結合することでMIA2は発現調
節されており，肝炎や肝線維化の進行に伴い発現亢進するが肝細胞癌，大腸癌およびメラノーマでは発現
は低下しており癌抑制性に作用することが報告されている。
93例の口腔癌材料を用いた免疫組織化学的な検討では局所進展症例およびリンパ節転移症例ほどMIA2
は高発現していた。また腫瘍におけるリンパ球浸潤を抑制することで腫瘍免疫を撹乱させる可能性が示唆
された。細胞株によるin vitroの検討ではMIA2は口腔癌の浸潤能の獲得とアポトーシス抵抗性に関与して
おり，口腔癌細胞株とTリンパ球細胞を共培養した系ではMIA2は癌細胞へのTリンパ球の浸潤を調節する
ことが明らかとなった。またMIA2はMIAと相互作用することでそれぞれMAPK p38およびERK1/2を介
したVEGF-CないしVEGF-Dの活性化を制御していた。免疫沈降によりintegrin alpha4/5がMIA2の受容体
の候補と考えられ，integrin alpha4を介した場合はMAPK p38の活性化によりアポトーシスが促進され，
integrin alpha5を介した場合はJNKの活性化によるアポトーシス抵抗性の獲得に関与することが明らかと
なった。以上よりMIA2は，MIAとの相互作用，受容体であるintegrinの発現パターン，MAPK familyの
活性化パターンにより影響を受けるものの口腔癌においては腫瘍促進的に作用し，口腔癌の有用な診断治
療標的となりうる可能性が示唆された。
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第３日目

８月30日（金）
若手シンポジウム「核内長鎖non-coding RNA ─その頭頚部腫瘍との
関わり─」
入江

太朗

昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座 口腔病理学部門

【学歴】
1992年 3 月
1992年 4 月
1996年 3 月

新潟大学歯学部卒業
新潟大学大学院歯学研究科基礎形態学系口腔病理
学入学
新潟大学大学院歯学研究科基礎形態学系口腔病理
学修了

【職歴】
1996年 4 月
大宮赤十字病院病理部医員
1999年 3 月
大宮赤十字病院病理部退職
1999年 4 月
昭和大学歯学部口腔病理学教室助手
2001年 4 月
昭和大学歯学部口腔病理学教室講師
2013年現在
同上
【資格】
1992年 6 月
歯科医籍登録
1997年 3 月
死体解剖資格
1998年 7 月
口腔病理専門医
2012年 4 月
口腔病理専門医研修指導医
【兼任役職等】
2012年〜現在
東京理科大学総合研究機構辻孝研究室客員研究員
2012年〜現在
深谷赤十字病院病理部嘱託医
2001年〜現在
国保旭中央病院臨床病理科嘱託医
1996年〜1999年
新潟大学歯学部非常勤講師
【賞等】
2006年度
昭和大学上條奨学賞
2002年度
日本歯科医学会総合的研究推進費課題採択
2001年度
日本唾液腺学会奨励賞
【所属学会】
日本病理学会，日本癌学会，日本臨床細胞学会，日本唾液腺学会，日本口腔外科学会，日本
口腔腫瘍学会，歯科基礎医学会，他
【委員等】
日本病理学会評議員
日本病理学会選挙管理委員会委員 2013年度
日本病理学会口腔病理専門医試験委員会委員 2011年度
日本病理学会口腔病理専門医試験実施委員会委員 2008年度
日本病理学会口腔病理専門医制度基盤整備委員会委員 2008年度〜現在
日本臨床口腔病理学会医療業務委員会委員 2008〜 9 ，2012〜現在
【関連論文】
Hayashi S, Irie T, et al., Exp Cell Res, 319：1220-1228, 2013.
Toyoshima KE, Irié T, et al., Nature Communication. 3：784 doi： 10. 1038/ncomms 1784, 2012.
Irié T, et al., Pathol Int, 62： 75-76, 2012.
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核内長鎖non-coding RNA ─その頭頚部腫瘍との関わり─
「ヒトゲノムの大部分が転写されている」
，これは2001年にヒトゲノム配列が明らかになった後，大規模
な転写産物解析によりもたらされた成果であるとともに大きな謎の 1 つでもある。この様なタンパク質を
コードしないnon-coding RNA（ncRNA）は当初，「ゲノムのがらくた」とされていたが，ncRNAの中で
も「小さなRNA」については過去10年余りの間に，発生，分化，代謝や発癌などの様々な機能を有するこ
とが明らかとなってきた。その一方で，それ以外の数百から数千塩基対に及ぶ「長鎖ncRNA」については，
その大部分の生理機能は不明であった。しかし，近年個々の長鎖ncRNAの機能解析の結果が報告される様
になり，これらの分子の果たす役割が徐々に明らかになりつつある。この長鎖ncRNAの多くは核内に存在
することが知られているが，核内には細胞質とは異なり細胞内小器官の生体膜構造による機能部位の分画
化は存在しない。しかし，核内は均一な溶液で満たされているわけではなく，特定のタンパク質やRNAが
集積した核内構造体により様々な機能部位に分かれている。この核内構造体の中の 1 つである「核スペッ
クル」に存在するMALAT- 1 は高転移性肺癌細胞で高発現し，その高発現は予後不良を招くことが報告さ
れている。また，共同研究者の秋光らはMALAT- 1 が肺癌細胞の遊走能に関わる遺伝子の発現制御を介し
てそれを亢進させることを明らかにした。われわれは正常な気管支粘膜上皮や肺胞上皮よりも肺腺癌にお
いてMALAT- 1 の発現が増強することを見出したことから，頭頚部腫瘍におけるMALAT- 1 の関わりにつ
いても解析を進めたところ，口腔粘膜上皮異形成，扁平上皮癌やさらに様々な唾液腺腫瘍に発現すること
が明らかとなり，唾液腺腫瘍においてはその予後に影響する可能性が示された。頭頚部腫瘍における
MALAT- 1 の機能についても合わせて紹介したい。
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第２日目

８月29日（木）
新世紀に向けたアジアにおける口腔病理学の標準化と
専門医化動向に関する戦略的調査
前田

初彦

愛知学院大学歯学部口腔病理学講座
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新世紀に向けたアジアにおける口腔病理学の標準化と
専門医化動向に関する戦略的調査
Strategic Survey of Trends Toward Oral Pathology Standardization and
Oral Pathology Board Certiﬁcation in Asia for the New Century
本調査は，将来的にアジア諸国における口腔病理専門医化を日本が主導をとりながら，口腔病理学の標
準化が可能となるように，アジアにおける口腔病理学の教育の現状と口腔領域における病理診断の実情を
調査することを目的とした。2010から2012年度にわたり，インドネシア共和国，カンボジア王国，スリラ
ンカ民主社会主義共和国，ネパール連邦民主共和国，ベトナム社会主義共和国，マレーシア，モンゴル国，
ラオス人民民主共和国の 8 カ国の口腔病理学教育と口腔病理診断の調査を行った。その結果，マレーシア
およびスリランカにおいては英国の教育方法に従い口腔病理学の教育と口腔病理診断が行われていること
が判明した。口腔病理専門医の資格制度においては，マレーシアでは国の資格試験を行っているが，その
数は少なく病理医に依存していることが分かった。また，その他の 7 カ国（インドネシア，カンボジア，
スリランカ，ネパール，ベトナム，モンゴル，ラオス）において口腔病理専門医制度は無く， 5 カ国（カ
ンボジア，ネパール，ベトナム，モンゴル，ラオス）においては歯学部での口腔病理学教育も行われてい
ないことが判明した。これらの国での口腔病理学の教育の標準化および口腔病理専門医の育成を行うこと
が必要であることが示唆された。
口腔病理学の標準化および口腔病理専門医化の可能性を検討し，これらを実施できる戦略的な教育手法
としての口腔病理診断コースを日本で 2 回，ベトナムで 1 回，モンゴルで 1 回開催した。この結果，口腔
病理学および口腔病理診断の教育において，口腔病理診断コースを行うことは有用であることが判明した。
口腔病理学および口腔病理診断の教育を行うためのコンテンツとしてICTを利用することが重要であるこ
とが判明した。特に，バーチャルスライドの活用が，これらの国の今後の教育に非常に役立つことが考え
られた。
最後に，本調査で特記すべきは，これらアジア諸国の学生，若手教員等の志の高さである。ほとんどす
べての国で，学生・若手教員が，自国の口腔疾患の診断を自ら行い，国民のために働きたいという意欲を
持っていることに感激した。
本研究はJSPS科研費22406031の助成を受けたものです。
The aim of this study was to survey the current status of oral pathology education and the situation
of oral pathological diagnosis in Asia in order to enable future standardization of oral pathology in Asian
countries, with Japan taking a leading role in oral pathology board certification. As a result of this
survey, it became clear that standardization of oral pathology with Japan taking a leading role in oral
pathology board certiﬁcation was possible. Providing the digital content such as virtual slides using the
ICT and holding the oral pathological diagnosis course are important for the method strategically.
This work was supported by JSPS KAKENNHI Grant Number 22406031.
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日本臨床口腔病理学会・日本口腔内科学会共同研究報告

第２日目

８月29日（木）
口腔扁平苔癬に関する２学会共同調査研究の経過報告

OLP委員会：長谷川
小宮山
中村
1
2

60

博雅 1，朔

敬 1，前田

一雄 1，伊東
誠司 2，藤林

初彦 1，田中

大典 2，神部
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口腔扁平苔癬に関する２学会共同調査研究の経過報告

口腔扁平苔癬（OLP）は口腔粘膜疾患として日常臨床で比較的遭遇する頻度が高く，またよく知られて
いる病変であるが，鑑別診断を含めた正確な診断と症状に応じた適切な治療に苦慮することが多い。日本
口腔内科学会と日本臨床口腔病理学会は 2 学会が合同でOLP委員会を組織し，両学会に所属しこの共同調
査研究に賛同が得られた全国の各施設から既存症例の登録をお願いし，臨床病態写真，病理組織標本など
の試料を提供していただき調査研究を行っている。作業の経過についてこれまで，2010年 7 月大阪枚方市
での両学会合同の学術集会におけるシンポジウム「口腔扁平苔癬の診療ガイドラインの策定を目指して」
2012年には，第23回日本臨床病理学会（東京）および第22回日本口腔内科学会（東京）においてそれぞれ
報告をおこなった。さらに第22回日本歯科医学会総会においても報告をおこなった。また，2012年には日
本歯科医学会プロジェクト「本邦における口腔扁平苔癬の多施設調査−金属アレルギー関連病変の解析」
に採択され，金属関連病変の解析作業を継続している。現在，本年度末の最終報告を目指して 4 年目の収
集症例について解析調査をおこなっている。本報告ではこれまでに得られた調査結果について述べる。
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症例検討１

舌縁部腫瘍
A tumor of the lingual margin
藤田 修一，池田 通
Shuichi Fujita and Tohru Ikeda
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻 生命医科学講座 口腔病理学分野
Department of Oral Pathology and Bone Metabolism, Unit of Basic Medical Sciences, Course of
Medical and Dental Sciences, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences

症例：34歳，男性。主訴：右側舌縁の腫脹。
初診の数週間前から右側舌縁の無痛性の腫脹を自覚し，長崎大学病院顎顔面再生外科を受診した。口腔内
所見では，同部に健常な粘膜に覆われた20×20mmの圧痛・硬結のない球状の腫瘤が認められた。頸部リ
ンパ節の腫脹は触知できなかった。既往歴として，生後まもなく左下肢の皮膚腫瘤の切除を行っているが，
病理診断名は不明である。画像所見として，T1強調MRIでは均等の低信号像，T2強調像では不均一な強
信号を示す腫瘤がみられ，多形腺腫または神経鞘腫の臨床診断の下に生検を行った。確定診断後，全身麻
酔下で摘出を行ったが，舌神経の一部が腫瘤内に巻き込まれていたためこれを切断した。肉眼的には腫瘤
は比較的境界明瞭で，乳白色の線維性組織からなっていた。組織学的には被膜はみられず，腫瘤周辺部で
は，楕円形ないし紡錘形の核を有する間葉系細胞を伴う線維性組織が，束状または渦状に配列していた。
細胞密度が比較的高い領域の中に細胞成分の乏しい線維性の小結節が介在していた。また，この線維性組
織の中に周囲組織から連続する少量の横紋筋線維や末梢神経束が含まれていた。腫瘤中心部では不規則に
枝分かれした多数の血管があり，血管腔周囲には円形の幼弱な細胞が増殖していた。紡錘形細胞及び血管
周囲の円形細胞に核分裂像が散見されたが，明確な異型性はみられなかった。免疫組織化学的には紡錘形
細胞はビメンチン，alpha-SMAに陽性，デスミン，S-100に陰性であった。配布標本は摘出材料である。
A 34-year-old male visited Nagasaki University Hospital with a complaint of painless swelling of the
right lingual margin. The raised spherical mass showed no induration, and no cervical lymphadenopathy
was found. Histologically, the removed lesion was demarcated but not encapsulated. The peripheral
portion including fascicles and whorls of ﬁbrous tissue with abundant oval to spindle nuclei. The small
hyalinized nodules intervened within the ﬁbrous tissue. At the central area, irregularly branched blood
vessels were associated with surrounding rounded primitive cells. Immunohistochemically, spindle cells
were positive for alpha-SMA and vimentin and whole neoplastic cells were negative for desmin and
S-100.
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左舌腫瘍の一例
A case of the left lingual tumor
草深 公秀
Kimihide Kusafuka
静岡県立静岡がんセンター 病理診断科
Pathology Division, Shizuoka Cancer Center Hospital and Research Institute

患者は69歳男性で，55歳から高血圧で投薬，66歳から脳梗塞でIVRと投薬を受けていたとのこと。
主訴：舌の不快感と口腔内出血。
現病歴：
20XX年 5 月に脳梗塞にて救急搬送され，そのまま近医に入院。右半身不全麻痺があった。その時，上記
主訴により，舌腫瘤を指摘され，同院耳鼻科を受診。
20XX+ 1 年 8 月 に 根 治 治 療 目 的 で， 当 院 頭 頸 部 外 科 を 紹 介。 受 診。 生 検 が 施 行 さ れ， spindle cell
carcinoma の診断。
同年 9 月にcT2N0M0（stage Ⅲ）の診断，左舌部分切除を施行された。
その後，現在まで再発・転移なし。
現症：左舌側縁〜舌背部やや後方に直径 4 cmの有茎性腫瘤を認めた。細い茎を有する腫瘤で，病面にはび
らんと白苔の付着を認める。頸部リンパ節は触知せず。CTでは34×30×40mm大の充実性腫瘤を左舌後方
に認める。MRIではT1強調画像で低信号，T2強調画像で高信号の腫瘍を認める。この所見からは内部は
myxoidな腫瘍と考えられた。画像所見からは，腫瘍は左舌根部に限局しており，深部浸潤は余り無さそう
であった。なお脳幹梗塞の所見は無かった。病理組織学的には淡明な扁平上皮の胞巣や管腔構造などを示
す異型上皮成分と非常に異型の強い間葉様成分とから成っており，茎部にはCISやDCIS様の異型のやや弱
い管腔構造を認めた。上皮成分は時としてglomeruloid patternやSchiller-Duval body様の構造を示したり，
管腔内にPAS陽性の硝子球様物質に入れていたりする。間葉様成分ではbizarreな核を散見し，また，比較
的異型の弱い紡錘形細胞の密な束状の増殖も見られたが，軟骨や横紋筋組織は見られなかった。なお，腫
瘍は舌筋層浅層に浸潤していたが，切除断端は陰性であった。
問題点：病理組織診断
A 69-year-old man suﬀered from the oral bleeding and mass. Originally, he had suﬀered from brain
infarction and admitted to the emergency room at the nearby hospital. He was indicated the left lingual
mass, and after then he admitted to our hospital for operation. The 34x30x40 mm, polypoid mass was
found from the left dorsal side to the posterior portion of the tongue. MRI showed the mass of low
intensity at T1 weight imaging and high intensity at T2 weight imaging. The left partial resection was
performed. No recurrence and metastasis was seen.
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舌腫瘍の１例
A case of tongue tumor
矢田 直美 1，山本 雅史 2，宮本 郁也 3，上原 雅隆 2，冨永 和宏 2，松尾 拡 1
Naomi Yada 1, Masafumi Yamamoto 2, Ikuya Miyamoto 3, Masataka Uehara 2,
Kazuhiro Tominaga 2 and Kou Matsuo 1
1

九州歯科大学 健康増進学講座 口腔病態病理学分野
九州歯科大学生体機能学講座 顎顔面外科学分野
3
九州歯科大学生体機能学講座 口腔内科学分野
1
Department of Health Promotion, Division of Oral Pathology, Kyushu Dental University
2
Department of Physical Functions, Division of Maxillofacial Surgery, Kyushu Dental University
3
Department of Physical Functions, Division of Oral Medicine, Kyushu Dental University
2

【症例】65歳，女性。
【現病歴】近医歯科医院受診時に，右側舌縁部の腫瘤を指摘され，当院受診となった。初診時，右舌縁部
に大きさ15mm，弾性硬，可動性のある腫瘤を触知した。MRI画像では，境界明瞭，辺縁形態は平滑，内
部性状はやや不均一な像が見られた。舌腫瘍の診断のもと，腫瘍切除術が行われた。
【病理組織学的所見】一部は境界不明瞭な結節性腫瘍が認められ，線維粘液腫様の間質を背景に，大小不
同が非常に目立つ脂肪細胞の増殖が見られ，委縮した骨格筋がまばらに介在していた。間質にはやや奇異
でクロマチン濃染核を有する細胞や単ないしは多空胞状の脂肪芽細胞様細胞が認められた。免疫染色で
は，腫瘍細胞にS-100蛋白は陽性，MIB-1 labeling indexは約 1 %を示した。
【検討事項】病理組織診断
A 65 year-old female, who was indicated the mass of the rim of the right tongue. MRI indicated the 15
mm-sized mass in the right tongue. Histologically, the partly circumscribed lesion was composed of a
proliferation of mature-looking fat cells having considerable variation in size and shape with ﬁbromyxoid
stroma containing entrapped atrophic striated muscle. It contained stromal cells with mildly bizarre
hyperchromatic nuclei and lipoblast-like cells with single or multiple vacuolated cytoplasm.
Immunohistochemically, the tumor cells were positively reactive S-100 protein and MIB-1 labeling index
was 1%.
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口腔底腫瘍
Tumor of the ﬂoor of the mouth
山崎 学 1，程 䚯 1，丸山 智 2，阿部 達也 1 , 2，池田 順行 3，永田 昌毅 3，
高木 律男 3，西山 秀昌 4，林 孝文 4，朔 敬 1 , 2
Manabu Yamazaki 1, Jun Cheng 1, Satoshi Maruyama 2, Tatsuya Abe 1 , 2,
Nobuyuki Ikeda 3, Masaki Nagata 3, Ritsuo Takagi 3, Hideyoshi Nishiyama 4,
Takafumi Hayashi 4 and Takashi Saku 1 , 2
1

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
新潟大学医歯学総合病院 歯科病理検査室
3
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野
4
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野
1
Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
2
Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital
3
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata University Graduate School of Medical and Dental
Sciences
4
Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Niigata University Graduate School of Medical and
Dental Sciences
2

症例：62歳，男性
臨床経過：初診の 3 ヶ月前より舌尖部のしびれを自覚し， 1 ヶ月前からは口腔底部左側の腫瘤と舌の運動
時痛が出現したため，紹介されて本学口腔外科を受診した。初診時，口腔底部に約 2 cmの腫瘤があり，一
部潰瘍と周囲の硬結を伴っていた。CTでは，口腔底から舌下隙を中心に，境界不明瞭で辺縁が不整に強く
造影される腫瘍性病変が認められた。口腔底腫瘍の臨床診断にて，生検が施行された。
組織学的所見：生検標本では，口腔底粘膜表面から粘膜下の唾液腺組織にかけて，浸潤性増殖を示す上皮
性腫瘍が認められた。腫瘍は三つの異なる組織構築を示した：（1）粘膜深部の主としてやや小型の類円形
胞巣がびまん性に広がる領域では，N/C比の高い類円形細胞が篩状構造や複合状腺管を形成し，粘液の貯
留する腺腔と壊死細胞を入れた偽腺腔を伴っていた。胞巣外層には一層の筋上皮分化を示す腫瘍細胞が取
り囲み，胞巣周囲の間質には硝子化が目立ったものの，胞巣内部への細胞外基質の沈着はなかった。
（2）口底粘膜表層部には，周囲粘膜上皮と移行的な扁平上皮癌様領域があり，滴状釘脚や大小の充実性胞
巣を形成し，keratin 7非陽性・P63陽性腫瘍細胞の単調な増殖が主体であった。（3）深部には，（1）の腫
瘍胞巣と移行的にcomedonecrosisを伴った大型胞巣から構成される領域があり，keratin 7・P63非陽性の
腫瘍細胞は多角形で大型核を入れ，一部で角化を示した。
検討事項：病理組織学的診断
A 62-year-old man complaining numbness and pain in his tongue was referred to our hospital. An
ulcerative tumor measuring 2 cm in a diameter was found in the left side of his ﬂoor of the mouth. The
biopsy specimen showed an invasive tumor involving sumbucosal salivary gland tissues. The tumor was
composed of three diﬀerent components： 1）adenocarcinoma forming cribriform or glandular structures
with mucus retention and myoepithelial diﬀerentiation; 2）squamous cell carcionoma showing continuity
with oral surface epithelium; 3）poorly-diﬀerentiated carcinoma consisted of large nests with central
necrosis.
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小児の耳下部腫瘍
A Parotid region tumor of the infant
浦野 誠，溝口 良順，黒田 誠
Makoto Urano, Yoshikazu Mizogichi and Makoto Kuroda
藤田保健衛生大学医学部 病理診断科
Department of Diagnostic Pathology, Fujita Health University School of Medicine

症例： 3 歳・男性
臨床経過： 4 カ月前より右耳下部に腫瘤あり。前医耳鼻科で「耳下腺腫瘍」として穿刺吸引細胞診が施行
され，当院紹介となった。腫瘍全摘術を施行。術中所見では腫瘍は耳下腺と接してはいたが，耳下腺との
連続性は不明瞭であった。
肉眼所見：腫瘍径60×50×45mmの軟らかい灰白色調分葉状充実性腫瘍で, わずかに嚢胞化を伴っていた。
穿刺吸引細胞像：清明な背景内に結合性に富む類円形，楕円形細胞集塊が多数観察された。核クロマチン
増量や高度な核異型に乏しく，粘液間質は認めなかった。おそらく良性の上皮性唾液腺腫瘍と思われ，筋
上皮腫等の可能性を考慮したが組織推定は困難であった。
組織像：薄い線維性被膜を有する充実性腫瘍で，内部は小型円形核細胞が高い密度でややlooseに髄様増殖
する部分と，短紡錘形核細胞が線維増生を伴いながら不明瞭な上皮様胞巣状増殖する部分との混在から
なっていた。壊死はみられない。
検討事項：病理組織診断について。
A parotid region tumor of a 3-year old boy. Fine needle aspiration cytology ﬁndings suggested a benign
epithelial tumor of the salivary gland, e. g. myoepithelioma. A total tumor excision was performed and a
well demarcated lobular gray whitish tumor, 6cm in diameter was observed. The continuity between
the tumor and the gland was unclear. The tumor consisted of a medullary growth of small round cells
and a nest-like growth of short spindle cells with a ﬁbrous stroma.
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下顎腫瘍
Tumor of mandible
丸山 智 1 , 2 , 3，山崎 学 2，阿部 達也 1 , 2，櫻井 博理 3，下山 泰明 3，程 䚯 2，
朔 敬1,2
Satoshi Maruyama 1 , 2 , 3, Manabu Yamazaki 2, Tatsuya Abe 1 , 2, Hiromasa Sakurai 3,
Yasuaki Shimoyama 3, Jun Cheng 2 and Takashi Saku 1 , 2
1

新潟大学医歯学総合病院 歯科病理検査室
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
3
山形大学医学部歯科口腔外科 形成外科学講座
1
Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital
2
Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
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症例：49歳 女性
臨床経過：2012年11月頃より下顎歯肉の腫脹を自覚したが，疼痛なく放置していたが，増大傾向のため，
翌年 1 月，山形大学附属病院歯科口腔外科を受診した。下顎歯肉正中部の前歯脱落部に50×20×20mm大
の外向性で隆起性のポリープ状腫瘤がみいだされた。画像所見では，腫瘤の明らかな下顎骨内への進展は
みられなかった。生検では，肉芽組織と診断された。翌 2 月全身麻酔下で腫瘤摘出術が施行された。
摘出物所見：長径40mmの歯肉粘膜で被覆されたポリープ状隆起性腫瘤で，割面では黄白色充実性で均質
な線維性性状で弾性軟をしめした。
組織学的所見：病変は紡錘形細胞の充実性増殖からなる粘膜下腫瘍で，側方は線維性被膜で取り囲まれて
いたが，深部側および歯肉側では境界されてはいたが被膜は不明瞭であった。腫瘤は結節状に被膜様線維
組織で分画されている領域があり，紡錘形細胞は細胞の疎密はあるものの束状に不規則に交錯し，細胞密
度の高い領域にも血管が豊富であった。腫瘍細胞は卵円形から長楕円形の核をいれ，核膜は肥厚して核質
は明調で多形性があり，核分裂像も散見された。免疫組織化学的には，腫瘍細胞はビメンチンおよびCD34
強陽性をしめし，Ki-67陽性細胞が 3 ％みとめられた。
検討事項：病理組織学的診断
A 49-year-old female noticed a gingival swelling in her mandible for three months. CT scan revealed a
well-demarcated submucosal tumor. The tumor, measuring 50 × 20 × 20 mm in size, was located in the
subepithelial zone of the gingiva involving the surface part of the alveolar bone. Histopathologically, the
tumor was composed of solid proliferation of spindle-shaped cells in interlacing fashions with no deﬁnite
ﬁbrous capsule. The tumor cells contained elliptical-shaped nuculei with frequent inclusion bodies. Blood
vessels were abundant in narrow ﬁbrous stroma. Immunohistochemically, the tumor cells were positive
for vimentin and CD34 with 3% positivity for Ki-67.
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Mandibular Tumor
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【症例】47歳，男性。
【臨床経過】 5 年前，下顎右側第 3 大臼歯部歯肉の腫脹と疼痛を自覚したので，歯科医院にて消炎処置を
受けたところ，症状は寛解した。その後，同部に自覚症状はなかったが， 3 か月前に齲蝕治療のため訪れ
た歯科医院にて，下顎右側第 3 大臼歯部のＸ線透過像が見いだされたことから，本学附属病院口腔外科を
紹介されて受診した。初診時，下顎右側第 3 大臼歯は失活歯であり，動揺も触知されたが，下顎右側大臼
歯部歯肉粘膜と臼後部粘膜に腫脹，発赤，潰瘍形成はいずれも認めなかった。歯原性囊胞または歯原性腫
瘍の臨床診断にて病変摘出術が施行された。
【画像所見】パノラマＸ線で，下顎右側第 2 大臼歯遠心根部から下顎枝にかけて，第 3 大臼歯歯根を含み，
周囲との境界が明瞭な単房性透過像がみられた。
【肉眼所見】第 3 大臼歯とともに摘出された病変は囊胞状であり，囊胞腔内に第 3 大臼歯歯根が含まれて
いた。囊胞壁は厚く，囊胞壁内面には多数の棘状突起が囊胞腔内に向かって突出していた。
【病理組織所見】囊胞壁は線維性結合組織よりなり，囊胞上皮は種々の形態的特徴を示す重層上皮であっ
た。囊胞上皮には，過角化と顆粒層肥厚や，疣贅状過形成に類似した部分，および異型上皮とみなされる
領域も認められた。また，囊胞壁内の一部には異型上皮細胞からなる腫瘍組織が見いだされた。
【検討事項】病理組織診断
A 47-year-old man was referred to a hospital by his dentist because of a cystic lesion in right sided
mandibular molar area. Radiograph examination showed a well-demarcated unilocular radiolucency
enclosing roots of the third molar. Under a clinical diagnosis of odontogenic cyst or tumor, the lesion
was surgically removed. Histopathologically, the inner surface of the cyst wall was lined by stratiﬁed
epithelium with orthokeratinization, hypergranulosis, dysplastic changes, and verrucous hyperplasia. In
a part of the cyst wall, there were tumor tissues which consisted of atypical epithelial cells.
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A case of mandibular tumor
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症例は28歳女性。近医にて右下顎智歯の抜歯後から右下顎に違和感を自覚した。 2 年後，右下顎骨内の病
変を指摘され紹介来院。初診時，右下顎 7 番頬側歯槽部に軽度の腫脹と圧痛を認め，パノラマX線写真で
右下顎角部に2.5cm大の類球形不透過像を認めた。妊娠中であったので，出産後に右下顎骨腫瘍摘出術が
施行された。腫瘍は2.5cm大の類球形骨様硬組織塊で，周囲骨との境界は明瞭であった。歯牙との連続性
なし。病理組織学的には，scleroticな骨様硬組織塊だが，一部には骨芽細胞に富む幼若な骨梁の形成を認
めた。なお，抜歯前のX線写真および抜歯時に腫瘍を示唆する所見はみられなかった。
Here, we report a case of 28 years-old woman with a tumor in the right mandible that was identiﬁed 2
years after extracting the right mandibular third molar. The tumor was not observed in the
radiographic ﬁndings prior to the extraction. At the time of the ﬁrst medical examination, slight swelling
and tenderness were observed in the right mandibular gingiva where the molar was extracted.
Panoramic radiographic ﬁndings revealed a spherical radiopaque 2.5-cm tumor in the right mandibular
angle. Resected tumor was osteosclerotic mass that was no continuity with the tooth.
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下顎骨腫瘍の１症例
A case of mandibular tumor
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【症例】13歳，男児
【臨床経過】
2011年 5 月ごろ下顎右側第 1 ，第 2 小臼歯部歯肉腫脹とブラッシング時の出血を自覚し，次第に腫脹増大。
他院にて精査の結果，Pantomoにて同部位に透過像を認め，腫瘍摘出術施行された。翌年 7 月，同部位に
再発。骨内生検材料にて骨の形成と紡錘形細胞の増生が認められた。12月，当病院顎口腔外科初診。下顎
右側犬歯から第 1 大臼歯の頬側皮質骨の膨隆と，下顎右側第 1 ，第 2 小臼歯の離開および腫瘍の露出が認
められた。2013年 3 月，気管切開，下顎区域切除，肩甲骨複合皮弁移植施行された。
【摘出標本所見】
頬舌的に膨隆の著明な下顎骨（90×45×35mm）。離開した下顎右側第 1 ，第 2 小臼歯間に隆起性病変（22
×20mm大）
，舌側に黒褐色調の硬弾性腫瘤（45×25×12mm大）
，頬側にやや淡黄色調の硬弾性腫瘤（65
×45×18mm大）が認められる。
【組織学的所見】
骨芽細胞の活発な増殖が広範囲に見られ，不規則な梁状の類骨と骨質の形成が著明に認められる。また，
比較的太い毛細血管の密な増殖像，及び出血像も部分的に認められる。骨芽細胞は，不規則な形を示す骨
梁周囲を一列に取り巻き，あるいはシート状に増殖している。骨芽細胞の核に腫大は見られるが，明らか
な異型はない。腫瘍は，周辺部で正常骨梁への移行が見られ，また一部では既存の骨皮質を破壊しながら
膨隆性に増殖する。軟骨形成像は認められない。
【検討事項】病理組織学的診断
A 13-years old male, who was indicated the bone distention of right mandibular molar area. Panoramic
radiograph shows a radiolucent lesion of this area. Tumor is solid lesion, 90x45x35mm in size. It shows
blackish brown and yellowish-white color. Osteoid and bony tissue shows irregular beam shape, lining
with osteoblast. Multiplied osteoblast shows the sheet-like spreading. The cortical expansion and
capillary hyperplasia can be seen. The tumor is covered with ﬁbrous connective tissue. However,
atypical cells cannot be seen.
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口蓋腫瘍
Tumor of the palate
程 䚯 1，丸山 智 1 , 2，阿部 達也 1 , 2，山崎 学 1，朔 敬 1 , 2
Jun Cheng 1, Satoshi Maruyama 1 , 2, Tatsuya Abe 1 , 2, Manabu Yamazaki 1 and
Takashi Saku 1 , 2
1

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
新潟大学医歯学総合病院病理部 歯科病理検査室
1
Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
2
Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital
2

症例：87歳，女性
臨床経過： 2 ヶ月前から上顎左側第二大臼歯の動揺と口蓋左側の無痛性腫脹を自覚した。近医歯科にて同
歯を抜去されたが，腫脹が消退せず精査を勧められ，長野赤十字病院口腔外科を受診した。口腔内検査で
は，左側口蓋部から上顎結節にかけて，30mm径の外向性隆起性腫瘤があり，正常粘膜で被覆されていた。
MRIでは，口蓋左側部にT1低信号でT2高信号の境界明瞭な腫瘤が認められ，口蓋骨がわずかながら破壊
されていた。生検にて腺様嚢胞癌の診断を得て，上顎左側亜全摘術が施行された。
摘出物所見：長径約60mmの上顎骨亜全摘物で，口蓋面には，口蓋側顎堤から正中にかけての大臼歯相当
部に30mm径の外向性隆起性病変がみられ，表面は口蓋粘膜で覆われて平滑であった。上顎洞側からは，
明らかな腫瘍の露出はなかった。前額断で分割し，割面では口蓋粘膜下に17mm径の類円形結節状の境界
明瞭な腫瘤が上顎洞底を押し上げており，腫瘤内部には嚢胞腔が形成されて，その中に黄白色から茶褐色
の充実性部分が広がっていた。周囲組織への浸潤性増殖は明らかではなかった。
組織学的所見：口蓋粘膜固有層相当部から上顎洞底および鼻腔底にかけて，嚢胞腔形成を伴う膨張性に増
殖した腫瘍で，腔内には淡好酸性分泌物や壊死物などが貯留していた。嚢胞内腔面は，基底側の好塩基性
細胞と内腔側の好酸性立方形細胞との二層性配列で被覆され，扁平上皮化生を示すところもあった。充実
性増殖部では，結節構造が特徴的で，血管を入れた狭い線維性ないし硝子様・粘液様の間質を軸に，同様
の二層性上皮細胞が乳頭状増殖していた。しかし，乳頭状構造が不明瞭化して導管様・索状・シート状の
増殖をしめし，異型巨大核細胞が散在性に出現するほか，充実性増殖部では細胞の多形性が増す傾向が
あった。腫瘍細胞のなかには扁平上皮・粘液細胞化生を示すものがあった。硝子様基質が拡大する領域で
は，腫瘍細胞胞巣が萎縮脱落し，結節単位で梗塞に陥って瘢痕化し，石灰化を呈していた。側方辺縁部で
は，周囲組織に小型腫瘍細胞胞巣が単離性に境界不明瞭に浸潤するところがあった。
検討事項：病理組織学的診断
A 87-year-old female had a painless swelling in her left palate for two months. CT and MRI revealed an
expansive and well-circumscribed mass lesion with high T2-weighted signals in the palate to the
maxillary sinus ﬂoor. Under a diagnosis of adenoid cystic carcinoma by biopsy, it was surgically
removed. Histopathologically, it was a tumor composed of dilated cystic spaces within which solid tumor
cell nests were grown from the cyst wall. The cystic lumen was lined with two-cell layered ductepithelium-like cells, which also showed papillary growth in vascularized ﬁbrohyaline connective tissue
cores in the solid tumor cell nests.
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上顎骨腫瘍
症例：15歳, 男児
臨床経過：約 2 年前に右側上顎臼歯部の腫脹と疼痛を主訴として来院した。初診時，同部に骨膨隆を認め，
X線的には，小臼歯〜大臼歯部に，頬・口蓋側に膨隆し，上顎洞底を挙上する境界明瞭な嚢胞状骨透過像
が観察された。口蓋側では一部に骨欠損がみられ，第 1 ・ 2 大臼歯の歯根吸収と前方部で多房性を疑わせ
る像が認められた。嚢胞の臨床診断で摘出術が施行された。摘出後，約 1 年半で再発を疑わせる多房性骨
透過像の増大がみられ，再度，摘出術が行われた。
組織学的所見：
初回摘出組織（配布標本）は，線維性結合組織よりなる嚢胞壁の内面を非角化重層扁平上皮に加えて小腺
管形成や粘液細胞の出現を伴う上皮で裏装されている。一部に扁平上皮細胞，粘液細胞と明細胞よりなる
シート状増殖部が観察される。再発時の組織像も基本的に同様であるが，結合組織内に多数の小腺管が認
められる領域があった。
A 15-year-old boy had a bone expansion in his right posterior maxilla 2 years ago. X-Ray ﬁndings
revealed a well-deﬁned radiolucency with cortical bone expansion. Root resorption and multilocular
appearance of the anterior part were noticed. After the lesion was enucleated, histopathologic
examination showed fragments of cyst wall lined by non-keratinizing squamous epithelium with small
glandular structures and mucous cells. One focal area was composed of sheet-like proliferation of
epidermoid, mucous and clear cells. The multilocular lesion which recurred in 18 months after the initial
treatment showed almost identical features except for small glandular structures within the connective
tissue.
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下顎臼歯部に発生したfocal osseous dysplasiaの１例
A case of focal osseous dysplasia of the mandible
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【緒言】Osseous dysplasia（OD）は顎骨に発生する稀な非腫瘍性病変である。今回我々は，多彩な組織像
を呈したfocal osseous dysplasiaの 1 例を経験したので報告する。
【症例】76歳，女性。2004年 1 月から2005年12月まで，骨粗鬆症の治療にてビスフォスフォネート製剤を
服用していた。2012年10月に下顎左側第一大臼歯部の咬合痛を主訴に松本歯科大学病院口腔外科を受診し
た。同部は圧痛を認めたが自発痛はなく，病変部の歯は生活歯だった。
【画像所見】パノラマＸ線写真では，境界明瞭なエックス線透過像がみられ，内部には類円形の境界明瞭
な不透過像を認めた。歯科用コーンビームCT写真では，下顎左側第一大臼歯の歯根と連続性のない楕円形
の内部均一な不透過性病変がみられた。同部の皮質骨は消失していたが，顎骨の膨隆は認めなかった。
【摘出材料所見】提出検体は硬組織と周囲組織であった。硬組織片は，表面平滑で一部に軟組織を認める
骨様組織であった。周囲組織は，暗赤褐色部を一部にみる軟組織と硬組織だった。
【病理所見】硬組織片の大部分は骨硬化像を呈し，骨細胞を認める骨組織だった。骨周囲には新生骨が形
成され辺縁には骨芽細胞と破骨細胞が存在した。同部のKi-67陽性率は高値を示した部位で約22％だった。
しかし，多くの部位では少量の陽性細胞を認める程度であった。また，紡錘形の線維芽細胞が密に増殖し，
線維性組織内に類円形の骨様ないしセンメント質様の硬組織形成が散在性に認められた。周囲組織には，
線維性組織で構成される壁を持ち内部に赤血球が散在性に含まれる嚢胞状構造が多数観察された。
【考察】ODは発生部位や病変の範囲で分類され，病期により組織像も変化することが知られる。本例は下
顎臼歯部に限局する病変であり，画像所見にて特徴的な境界明瞭な透過像の内部に不透過像がみられた。
多彩な組織形態を呈し，cementblastomaないしosteoblastomaを思わせる新生骨の形成やosseous dysplasia
やossifying ﬁbroma様の線維性組織内に骨ないしセメント質様の硬組織形成およびaneurysmal bone cyst
様の血液を内部に容れる多嚢胞様病変が観察された。以上の所見よりfocal osseous dysplasiaと診断した。
Osseous dysplasia is a rare ﬁbro-osseous lesion of the jaw. A 76-yere-old female was referred to our
hospital for tenderness of the lower left molar region. Radiographically, this area showed a well
demarcated radiolucent lesion containing an uniform radiopaque mass, and partial cortical bone defect
without swelling. Microscopical examination revealed that the lesion was composed of a sclerosed mass
and new bone formation. Some part of the lesion comprised bone and/or cementum-like materials
embedded in a cellular ﬁbrous tissue. In other parts, the lesion formed cystic structure had a wall of
ﬁbrous tissue without endothelial cells.
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A case of spontaneous malignant transformation of fibrous dysplasia on
the right mandible
Satoru Toyosawa, Sunao Sato, Mitsunobu Kishino, Yu Usami, Yuri Noda, Yuka Matsumoto and
Yuzo Ogawa
Department of Oral Pathology, Osaka University Graduate School of Dentistry
[Background] Fibrous dysplasia（FD）is a benign lesion characterized by the replacement of normal bone
by a collagenous tissue, comprising fibroblast-like cells and variable abundant immature bone. FD lesions
have potential to become malignantly transformed during the decades of disease. Although most have
occurred in patients who had received radiation therapy, spontaneous malignant transformation was
documented in the literature.
[Case presentation] Here we present a case of progressive swelling on the right mandible, which was
presented as Case（C-7）at JSOP meeting in 2012. A 44-year-old man was admitted to the hospital with a
one-year history of a progressive swelling on the right mandibular. There is no abnormal clinical sign except
for the jaw swelling. Surgical excision was accomplished by a hemimandibulectomy and there was no
evidence of recurrence 48 months after surgery. The lesion showed typical histological features of FD and
partially increased fibroblastic cellularity with atypical changes. It was also characterized by extension
through the mandibular cortex into the extra-osseous soft tissue. The lesion exhibited a R201H GNAS1
mutation and hence it was diagnosed as FD. Further, the lesion showed MDM2 and CDK4
immunostainings, which have been reported as markers of low-grade osteosarcoma.
[Conclusions] These findings indicated that this lesion was a low-grade osteosarcoma derived from FD.
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唾液腺腫瘍の階層的クラスタリング解析によるグループ分類とそれら
を規定するマーカー
Hierarchical clustering analysis of immunostaining data identiﬁed prognostically
signiﬁcant groups and their markers of salivary gland tumor
森 泰昌
Taisuke Mori
国立がん研究センター研究所 分子病理分野
Division of Molecular Pathology, National Cancer Research Institute

Salivary gland tumors are relatively rare and diverse tumors, not only according to their histologic
subtypes but also their prognosis; there are over 20 categories of salivary gland tumors. Indeed, some
intermediate or non-speciﬁc tumor characteristics confuse pathologists searching for a precise diagnosis.
Previously, treatment for salivary gland tumors was planned using histological characteristics. Tumors
with the typical morphology do not aﬀect the diagnosis, but those with intermediate or hybrid
characteristics cannot be classiﬁed into a particular category. Likewise, although tumors with low-grade
histology have a better prognosis, they occasionally result in distant metastasis.
For that reason, we attempted to simplify complex tumors based on immunohistochemistry data to
decide the course of treatment. Here we clearly delineated two prognostic cluster groups of salivary
gland tumor using 13 molecules from immunostaining data in 73 malignant and 11 benign sequential
salivary gland tumors. Cluster group 2 mainly had the characteristics of adenocarcinomas, which have a
signiﬁcantly poor prognosis（p = 0.0107, log-rank overall survival）
. Indeed, lymph node metastasis only
occurred in group 2 with Epithelial membranous antigen（EMA）-positive tumors. Of the clinical factors
and selected markers, Androgen receptor （AR） was most powerful prognostic marker. Thus,
categorizing confusing salivary gland tumor cases into prognostic cluster groups may aid in the
individualization of treatment planning of surgical margins and adjuvant molecularly targeted therapy.
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エナメル上皮腫における腫瘍実質と間質間の関係
The relation of AM-1 cell culture supernatant originated ameloblastoma and a
stromal ﬁbroblast
河合 穂高，武部 祐一郎，于 淞，藤井 昌江，李 海䆾，伊藤 聡，辻極 秀次，
長塚 仁
Hotaka Kawai, Yuichiro Takebe, Song Yu, Masae Fujii, Haiting Li, Satoshi Ito,
Hidetsugu Tsujigiwa and Hitoshi Nagatsuka
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学講座
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Science, Department
of Oral Pathology and Medicine

【緒言】
近年，腫瘍間質は微小環境を提供し腫瘍の形態や性格に影響を及ぼす因子として注目されている。歯原性
腫瘍においても，腫瘍間質が腫瘍の生物学的特性に寄与すると考えられるが，腫瘍間質に着目した研究は
少ない。本研究ではエナメル上皮腫において，腫瘍実質細胞が間質に及ぼす影響について検討した。
【材料と方法】
エナメル上皮腫35例を用い，間質の性状に着目してFibrous typeとMyxoid typeに分類し，腫瘍実質およ
び間質における各因子の発現を検討した。間質に影響を及ぼす因子としては，TGF-β，BMP4，CCN2，
CD68, RANKLに注目し，免疫組織化学的に検索した。さらに，エナメル上皮腫摘出物から間質線維芽細
胞を初代培養して得たASF0000，ASF0111細胞にエナメル上皮腫由来細胞株AM-1細胞の培養上清や
rhCCN2を加え，細胞増殖や形態への影響を観察した。
【結果および考察】
TGFβ，BMP4 ，RANKLの腫瘍実質での発現についてはFibrous typeとMyxoid typeの間に明確な差は
認められなかった。しかし，腫瘍間質ではいずれもMyxoid typeの方がFibrous typeに比べ発現が有意に
高かった。CCN2が腫瘍実質で高発現している症例では，間質はFibrous typeを示していた。Fibrous type
の間質ではMyxoid typeと比較してCCN2の発現が高く，Ki-67陽性率も高値を示した。間質におけるCD68
陽性細胞数はMyxoid typeで有意に多かった。In vitroの実験では，ASF細胞にAM-1培養上清または
rhCCN2を添加すると細胞増殖は亢進し，細胞形態を変化させた。
以上の結果から，免疫組織化学的に，エナメル上皮腫の間質ではCCN2，BMP4，TGFβなどの因子が発
現しており，これらの発現の差異が間質の性状に影響を与える可能性が示唆された。特に実質・間質とも
にFibrous typeで発現が高かったCCN2は重要と考えられ，CCN2が腫瘍間質の線維化と細胞増殖を調整し
ていることが示唆された。
Our previous study suggested that interaction between tumor cells and stromal cells aﬀect the property
of stroma and osteoblastic diﬀerentiation in ameloblastoma. In the present study, we added conditioned
medium （CM） of AM-1 cell, which is an ameloblastoma originated cell strain, into ASF0000 and
ASF0111, newly obtained primary cultured ameloblastoma stromal cells. AM-1 CM increased ASF0000
cell proliferation in concentration dependent manner. Moreover, AM-1 CM increased cell density and
altered cell morphology in ASF0000. Similar results were observed in ASF0111. These results suggest
that the factor from ameloblastoma modify the stromal cell density and facilitate cell proliferation of
tumor stroma.
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The Inhibitory Effects of Bovine Lactoferrin on Growth and Invasion of
Oral Squamous Cell Carcinoma
Chea Chanbora 1, Toshihiro Inubushi 1, Ajiravudh Subarnbhesaj 1, Nurina Febriyanti
Ayuningtyas 1, Mutsumi Miyauchi 1, Atsushi Ishikado 2, Taketoshi Makino 2 and Takashi Takata 1
1

Department of Oral and Maxillofacial Pathobiology, Hiroshima University Institute of Biomedical and Health
Sciences
2
Health Care R and D Division, Sunstar, Osaka, Japan
Lactoferrin (LF), an iron binding milk protein, has been reported as anti-tumor, anti-inflammatory, antibacterial, anti-viral, and immunoregulatory effects. Although some studies have shown inhibitory effects of
LF on tumor growth and tumor malignancy of various cancer types, its mechanism remains to be clarified.
Here we reveal the some new insights of the inhibitory effects of LF on oral squamous cell carcinoma
(OSCC) and related to subcellular mechanism. In addition to the apparent effect of bovine LF (bLF) on
tumor cells growth, we analyzed functions of LF on OSCC cells migration and invasion by using some non
EMT and EMT induced cell lines. Our findings showed that a treatment with 1 μg/ml, 10 μg/ml, and 100
μg/ml of bLF suppressed cells proliferation to all examined OSCC cell lines and induced apoptosis in
HOC313, an EMT induced cell line, in a dose dependent manner. More importantly, with bLF treatment,
E-Cadherin significantly increased in both mRNA and protein levels of HOC313 which then lead an
inhibition of cells migration and cells invasion. In Low-Density Lipoprotein Receptor- Related Protein 1
(LRP-1) knockdown cells, bLF neither exert inhibitory effects on OSCC cells invasion nor regulate
E-Cadherin expression. Together, our data suggest that bLF may regulate LRP-1 mediated signal
transduction, resulting in the suppression of OSCC cell proliferation, migration and invasion. Considering
the obvious effects of LF on tumor, LF could be used as an anti-cancer therapeutic agent.
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発がんに関わるRNA結合タンパクHuRの分解制御
Control of RNA binding protein HuR in cancer cells
東野 史裕，今待 賢治，北村 哲也，柳川-松田 彩，進藤
Fumihiro Higashino, Kenji Imamachi, Tetsuya Kitamura,
Aya Yanagawa-matsuda and Masanobu Shindoh

正信

北海道大学大学院歯学研究科 口腔病理病態学教室
Department of Oral Pathology and Biology, Hokkaido University Graduate School od Dental Medecine

我々は，ウイルスによる発がんの研究より，RNA結合タンパクHuRやそれに結合するpp32がAU-rich
element（ARE）を持つmRNAを核外輸送・安定化し，細胞をがん化することを解明した。また，AREmRNAの核外輸送・安定化は，口腔がんをはじめとする，ウイルスによらないヒトの多くのがん細胞でも
証明され，新たな細胞がん化機構として注目されている。pp32はがん細胞ではその発現が少なく，tumor
suppressor活性を持つことが知られている。一方pp32r1やpp32r2などのpp32のファミリーは，細胞がん化
活性を持ち，がん細胞でそれらの発現が高いことが明らかになっている。これまでに，スタウロスポリン
などの致死性ストレス下においてpp32-HuR複合体は細胞質に運ばれ，HuRがcaspaseにより分解され，フ
リーになったpp32がapoptosisを誘発することが報告されているが，pp32r1とHuRの関係については報告が
ない。本研究では，口腔がん細胞を用いてpp32r1がHuRの分解に及ぼす影響を検討した。
pp32r1の発現を調べたところ，口腔がんなどの細胞でその発現が高く，正常細胞ではあまり発現していな
かった。pp32r1を強制発現させたがん細胞は，ソフトアガー中で多くのコロニーを形成し足場非依存性増
殖能が活性化されたのに対して，pp32発現細胞はコロニー形成能が低下した。pp32は主に核に局在し，細
胞質に存在しているHuR量が低下したのに対し，pp32r1は核・細胞質両方に局在し，それらの細胞では細
胞質のHuR量が低下しなかった。さらに，pp32r1を過剰発現させた口腔がん細胞では，細胞質のHuRの分
解が抑制された。また，pp32と同様にpp32r1もHuRと結合し，pp32r1はpp32より強くHuRと結合するこ
とがわかった。
これらの結果はpp32r1が選択的にHuRに結合し，HuRを安定化させることで，細胞のがん化に寄与してい
ることを示唆している。
Although pp32r1 is a family of tumor suppressor pp32, it has an oncogenic activity. Mechanism of
oncogenic activity by pp32r1 is still unknown.
In this study, we examined the eﬀect of pp32r1 for HuR degradation. High level expression of pp32r1
was observed in several cancer cells. Although, HuR was cleaved upon lethal stress, HuR cleavage was
suppressed by over-expressed pp32r1 in cancer cells. Since HuR bound to pp32r1 stronger than pp32,
both proteins may compete each other for binding to HuR. Taken together, these results indicate that
pp32r1 binds to and stabilizes HuR to exert its oncogenic activity.
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アデノウイルス感染によるStress Granules形成阻害
Inhibition of Stress granules formation by Adenovirus infection
北村 哲也，松田-柳川 彩，東野 史裕，進藤 正信
Tetsuya Kitamura, Aya Matsuda-yanagawa, Fumihiro Higashino and
Masanobu Shindoh
北海道大学歯学部 口腔病理病態学教室
Department of Oral Pathology and Biology

Stress granules（以下SGs）は，細胞が種々のストレスを受けたときに，細胞質内で反応性に形成される
タンパク-RNA複合体で，mRNAの一時的な保管とtriageを行なっていると考えられている。最近では，
SGs形成が神経変性疾患などの病気に関与していることや，様々なウイルスがSGsを調整することなどが報
告されている。我々は，アデノウイルスの感染がSGsに与える影響を調べたので報告する。
通常SGsはヒ素処理によって誘導され，その形成には翻訳開始因子であるeIF2αのリン酸化が必要である
が， 5 型アデノウイルス（AdV）を感染させたHeLa細胞では，感染後期になるとヒ素処理でeIF2αがリ
ン酸化されているにもかかわらず，SGs形成がみられなかった。E1A領域を欠失したAdV（dl312）を感染
させたところヒ素によるSGs形成がみられたことから，E1AタンパクがSGs形成抑制に重要であることが明
らかとなった。E1Aの効果をさらに確認するために，HeLa細胞にE1A発現プラスミドを導入したところ，
予期に反してヒ素によるSGs形成抑制が見られなかった。プラスミドを導入した細胞のE1Aは核に限局し
ており，感染細胞のE1Aは感染後期に核から細胞質に移行することに着目し，核移行シグナルを変異させ
たE1Aを遺伝子導入したところ，E1Aが細胞質に局在する細胞ではヒ素によるSGsの形成が阻害された。
SGs形成抑制の意義を調べるため，AdV感染後24時間後にヒ素処理をしてウイルス後期タンパク質の発現
を調べた。その結果，SGs形成がみられる細胞では感染後期タンパクは発現しないが，SGs形成がみられな
い細胞ではウイルス後期タンパクが発現することが明らかとなった。また感染前期にヒ素処理を行いSGs
を形成させたところ，その後のウイルス後期タンパク質の産生が抑制された。
これらの結果は，AdVのE1Aが細胞質に局在することによりSGs形成が阻害され，ウイルス後期タンパク
の発現が促進されることを示している。またこれらのことからSGsはウイルス産生に抵抗性を示す細胞の
防御機構であることが示唆された。
Stress granules（SGs）are cytoplasmic foci formed under certain stresses. They are the sites of mRNA
storage which aﬀect the triage of the mRNA. In this study, we examined the dynamics of SGs formation
in adenovirus type 5（AdV）infected cells. The SGs formation was inhibited in the late phase of AdV
infection. We found that the localization of adenovirus E1A protein is important for the inhibition of SGs
formation and the yields of virus late proteins were suppressed by SGs formation. Our results suggest
that SGs are the cellular protection machinery against adenovirus infection.
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口腔扁平苔癬のいわゆるシバット小体における細胞死関連因子の検討
Cell death-related factors in oral lichen planus with special attention to Civatte
bodies
阿部 達也 1 , 2，丸山 智 2，山崎 学 1，Essa Ahmed 1，Babkair Hamzah 1，
程 䚯 1，朔 敬 1 , 2
Tatsuya Abe 1 , 2, Satoshi Maruyama 2, Manabu Yamazaki 1, Ahmed Essa 1,
Hamzah Babkair 1, Jun Cheng 1 and Takashi Saku 1 , 2
1

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
新潟大学医歯学総合病院 歯科病理検査室
1
Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
2
Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital
2

【緒言】口腔扁平苔癬の病理組織学的な特徴的所見として，粘膜上皮基底層のアポトーシスとともに，い
わゆるシバット小体（Civatte bodies, CB）とよばれる細胞断片の出現がしられる。CBはhyaline bodies，
colloid bodiesともよばれ，変性上皮細胞あるいは異常角化細胞とみなされてきたが，その本態は形成機序
をふくめていまだ不明である。われわれは，CBをケラチン（K）17免疫組織化学で特異的に検出できるこ
とを報告してきたが，さらに口腔扁平上皮癌の側方進展界面にも同様な死細胞断片をみいだしてきた。そ
こで，口腔扁平苔癬のCBも癌界面の細胞死と同様な機序で生じるという仮説をたて，これを検証すること
にした。
【方法】口腔扁平苔癬の生検組織標本から，アポトーシス小体（AB）およびCB形成の高度な症例50例につ
いて，HE染色の詳細な検討ともに免疫組織化学およびTUNEL法による検討をおこなった。
【結果・考察】CBは上皮基底層を中心に出現したが，上皮層内や上皮下のリンパ球浸潤帯内に孤在性にも
生じていた。上皮層と血管の近接する部分でCBが集簇し，CB集簇域にはヘモジデリン沈着を伴う傾向が
あった。CBはK17免疫強陽性で，粘膜上皮細胞に由来することが示唆されたものの，同一領域の上皮層の
K17陽性強度は微弱であった。したがって，CBのK17強陽性は細胞死過程における細胞骨格の修飾によっ
て生じる可能性が示唆された。ABはcaspase 3 陽性・TUNEL反応陽性をしめしたのに対して，CBは
caspase 3 陽性・TUNEL反応非陽性であったので，CBはアポトーシスとは異なるもののcaspase 3 の活
性化が関与している細胞死経路による産物であることが示唆された。また，CB形成域でCD31陽性血管走
行が不明瞭化し，周囲にヘモグロビン陽性の上皮細胞が配置し，一部のCBでもヘモグロビンが点状陽性を
しめした。したがって，血管破綻を契機に上皮細胞のヘモグロビン貪食が生じて，CB形成機転の背景と
なっている可能性が示唆された。
Civatte bodies（CBs）in oral lichen planus have been considered to be one of the most characteristic
histopathological features of the disease, while their histopathogenesis and pathognomonic signiﬁcance
remain still unknown. We determined immunohistochemical proﬁles of CBs and discussed their
histopathogenetic pathways. CBs were immunohistochemically positive for keratin 17 and cleaved
caspase 3 but not for TUNEL reactions. When CBs aggregated, collapsed blood vessels, hemosiderosis,
and hemoglobin-positive squamous epithelial cells were recognized in the vicinities. CBs were
occasionally positive for hemoglobin. These results suggested that CB was generated in relation to
hemophagocytosis and through diﬀerent cell death pathways from apoptosis.
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いわゆるオンコサイト症の病理組織学的および免疫組織化学的特徴：
３例における解析
Light-microscopic and immunohistochmical features of so-called oncocytosis：
analysis on three cases.
原田 博史 1，大内 知之 2
Hiroshi Harada 1 and Tomoyuki Ohuchi 2
1

生長会府中病院 病理診断科
恵佑会札幌病院 病理診断科
1
Department of Diagnostic Pathology, Seichokai Fuchu Hospital
2
Department of Diagnostic Pathology, Keiyukai Sapporo Hospital
2

オンコサイト症はオンコサイトの単調な増殖からなる，既存の腺房や導管のオンコサイト化生を起点とす
る病変と考えられ，WHO分類 2 版によれば小葉全体がオンコサイトに置換されるdiﬀuse oncocytosisと多
発性巣状のmultifocal adenomatous oncocytic hyperplasiaの 2 型がある。ともに大きさによっては腫瘍性
病変と鑑別を要し，特に被膜が不明瞭な場合は低悪性癌と誤認される恐れもある。今回我々は本病変 3 例
につき病理組織学的および免疫組織化学的検討を行ったので報告する。症例は 1 ）58歳 女性， 2 ）83歳
女性， 3 ）74歳 女性，発生部位は全例耳下腺であった。組織学的には，好酸性顆粒状胞体を有する類円形
ないし円柱状のオンコサイトが索状，管状，胞巣状の配列を呈し，周囲組織との境界は比較的明瞭だが，
しばしば被膜形成の不完全な箇所がみられ，既存の導管との間に移行的な像を認めた。 2 例は内腔を化生
性の扁平上皮に被覆された嚢胞状構造を伴っており，周囲には 2 次的な線維化や炎症性細胞浸潤がみられ
た。免疫組織化学的には，オンコサイトは抗ミトコンドリア抗体に著明な陽性反応を示し，AE1/AE3お
よびCAM 5.2にも陽性であった。光顕的には不明瞭であったが，部分的には構造周囲に34βE12やp63に陽
性を呈する基底細胞様細胞が認められ，既存構造の 2 層性が保たれた状態と見なされた。微小な腺腔様構
造の内面にはPAS染色陽性かつαアミラーゼ陽性を呈するチモーゲン顆粒の残存も認められた。このよう
にオンコサイト症には既存構造の名残やこれとの連続性が随所に示され，これらは線維性被膜で周囲組織
と隔絶されるべき良性腫瘍とは際立った差異と考えられる。さらに旧来代表的な唾液腺の良性腫瘍と見な
されてきたワルチン腫瘍が真の腫瘍性病変ではないとの説が示されてからも久しく，様々な腫瘍にオンコ
サイト化生が加わることが知られている昨今 Oncocytoma と言われる存在そのものさえ懐疑的と言わ
ざ る を 得 な い。 そ れ 故 オ ン コ サ イ ト が 優 位 を 占 め る 増 殖 性 病 変 で あ る と い う 理 由 だ け で 安 易 に
Oncocytomaの診断を付すことはもはや好ましくなく，むしろ厳に慎むべきであろう。
Light-microscopic and immunohistochmical features of so-called oncocytosis were analyzed on three
cases, including 58yrs-old female, 83yrs-old female and 74yrs-old female. Lesions of all patients appeared
in the parotid glands, and histologically revealed monotonous proliferation of oncocytes showing
trabecular, tubular or nesting patterns. Immunohistochemically, oncocytes were diﬀusely positive for
anti-mitochondria antiserum in addition to AE1/AE3 and CAM 5.2. Although light-microscopically
unclear, 34betaE12 and p63 highlighted basaloid cells surrounding the structures of oncocytes. Inner
surface of small lumen had scarce remnants of zymogen granules showing alpha-amylase
immunoactivity besides diastase-resistant PAS positive reaction.
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オートファジー抑制によるcancer sphere形成能
Eﬀects of autophagy inhibition on capacity of cancer-sphere formation
瀬野 恵衣 1，大野 純 2，太田 信敬 3，廣藤 卓雄 1，谷口 邦久 2
Kei Seno 1, Jun Ohno 2, Nobutaka Ota 3, Takao Hirofuji 1 and Kunihisa Taniguchi 2
1

福岡歯科大学歯学部総合歯科学講座 総合歯科学分野
福岡歯科大学歯学部生体構造学講座 病態構造学分野
3
福岡歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野
1
Department of General Dentistry, Division of General Dentistry, Fukuoka Dental College
2
Department of Morphological Biology, Division of Pathology, Fukuoka Dental College
3
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Division of Oral Oncology, Fukuoka Dental College
2

無血清培養条件下でのcancer sphere形成は，癌細胞がもつ自己複製能を意味する。無血清培養状態で癌細
胞が活動するためには，自食作用といわれるオートファジーなどの生存プログラムを利用している可能性
がある。
［目的］オートファジー阻害剤である3-Methyladenine（3-MA）とChloroquine（CQ）を添加したスフェロ
イド培養法で，OSCC細胞でのcancer sphere形成能を検討した。
［方法］cancer sphere形成は，HSC-3細胞をD-MEM/F12（SSRおよびFGF含有）無血清培地で96-well low
binding plateに播種した。培地内に5mM 3-MAあるいは50mM CQを添加して，オートファジー阻害剤の
sphere形成への影響を検索した。
［結果］阻害剤不含のコントロール群では，播種後 2 時間で細胞凝集がみられ，24時間後には球形のスフェ
ロイド形成を認めた。形成されたスフェロイドを，接着性plateに戻すと，スフェロイド体から細胞の
outgrowthがみられた。阻害剤添加群では，コントロール群と同様に細胞凝集がみられた。しかし，3-MA
添加群では24時間経過以降スフェロイド形成は認められなかった。一方，CQ添加群では，24時間後にス
フェロイド形成はみられたが，48時間以降では形成されたスフェロイドは崩壊し，細胞凝集状態に戻った。
［結論］以上の結果から，オートファジー抑制がcancer sphere形成に影響を与えることが明らかとなった。
Cancer cells construct a cellular hierarchy containing cancer-initiating cells（CIC）that have the ability
to self-renew and generate the diverse cells to comprise the cancer. Cancer cells in the hierarchy must
develop autophagy to promote cell survival. We examined eﬀects of autophagy inhibitors on a cancersphere formation. Oral squamous cell carcinoma（OSCC）cells cultured in serum-free medium formed
cancer spheres. However, cancer spheres did not form, when OSCC cells cultured in the medium
containing autophagy inhibitors, 3-MA and CQ. From these results, we suggest that autophagy may
regulate the stemness of OSCC cells.
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多発性内分泌腫瘍症（MEN）2B型に関連した口腔内粘膜神経腫の病理
組織学的検討
Histopathological study of oral multiple mucosal neuroma in relation to multiple
endocrine neoplasia type 2B
大窪 泰弘，柬理 賴亮，岡田 康男
Yasuhiro Ohkubo, Yoriaki Kanri and Yasuo Okada
日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座
Department of Pathology, The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Niigata

【緒言】多発性内分泌腫瘍症（multiple endocrine neoplasia：MEN）は，複数の内分泌臓器に腫瘍が発生
する遺伝性疾患で，常染色体優性遺伝である。発生する腫瘍の組み合わせから大きくMEN 1，MEN 2に分
類され，後者はさらに2A，2B，FMTC：家族性甲状腺髄様癌の 3 型に分類される。今回，MEN 2Bに関
連した口腔内粘膜神経腫の症例を経験したので報告する。
【症例】13歳，男子。幼少時より口腔内の頬粘膜腫瘤や開咬，歯列不正が気になっていた。近医歯科を受
診したが大学での精査を勧められ，20XX年 4 月精査加療依頼にて当院に来院した。家族歴で遺伝性疾患
は不明確であった。既往歴では生後11日目に呼吸停止があり，直後に呼吸再開したが，全身の筋力低下を
認め，握力の低下もあった。その他，日常生活に特記すべき事項はなく，知的障害もみられなかった。口
腔内外所見として上唇の肥厚，口腔前庭部の肥厚，舌前方部にリンパ管腫様病変，両側頬粘膜に腫瘤を認
めた。浅在性であるためCTやMRIにて舌，頬粘膜，上唇ともに病変は描出されなかった。 6 月に舌，両側
頬粘膜，上唇腫瘍の生検が行われた。
【病理組織学的所見】いずれの病変も被覆重層扁平上皮直下の粘膜固有層から筋層に切断神経種様に腫大
した神経線維束の増生が認められる。間質に膠原繊維を伴う部分が多いが，一部には間質の介在が乏しく
神経線維束が結節状に増殖する部分もみられる。神経線維束内には，不明瞭ながら軸索がみられ，
Schwann細胞や線維芽細胞も認められる。
【病理診断】multiple mucosal neuroma in relation to multiple endocrine neoplasia
【考察】病理組織学的所見よりMEN 2Bに関連した口腔内粘膜神経腫と診断した。本例ではRET遺伝子変
異がみられ，甲状腺髄様癌も認められたため，MEN 2Bに関連した病変であることが確認された。
We will report a case of oral multiple mucosal neuroma in relation to multiple endocrine neoplasia type
2B（MEN 2B）. The patient, 13-years-old boy had the thickening of the upper lip and the oral vestibule,
tumor of the front region of tongue and the both sides of the buccal mucosa. The biopsy and
tumorectomy to these legions were performed, and histopathologically the hyperplasia of the bunch of
the nerve ﬁber under epithelium was seen. In consideration of the variation of RET gene and medullary
thyroid carcinoma we diagnosed these legions as mucous membrane neuroma in relation to MEN 2B.
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口腔に発生したメトトレキセート関連リンパ増殖性疾患の２例
Two cases of Methotrexate-associated lymphoproliferative disorders arising in
oral mucosa
国分 麻佑，原 重雄，平井 千浦子，大谷 恭子，森永 友紀子，上原 慶一郎，
山崎 隆，川上 史，酒井 康裕，伊藤 智雄
Mayu Kokubu, Shigeo Hara, Chihoko Hirai, Kyoko Ohtani, Yukiko Morinaga,
Keiichiro Uehara, Takashi Yamazaki, Fumi Kawakami, Yasuhiro Sakai and
Tomoh Itoh
神戸大学医学部附属病院 病理診断科
Department of Pathology, Division of Diagnostic Pathology, Kobe University Hospital

メトトレキセート（MTX）長期投与に起因するリンパ増殖性疾患（MTX-LPD）は免疫不全状態を基盤と
したリンパ増殖症/悪性リンパ腫であり，約 4 割でEpstein-Barr virus（EBV）の活性化が認められる。組
織型はB細胞型非ホジキンリンパ腫の頻度が最も高く，T細胞型非ホジキンリンパ腫やホジキンリンパ腫の
像を呈することもある。通常型悪性リンパ腫とは異なりMTXの中止のみで消退することがあり，免疫不全
状態でのEBV活性化による細胞のクローナルな増殖が示唆されている。今回我々は口腔に発生したMTXLPD 2 例を経験し，その病理組織学的所見を呈示する。
【症例 1 】60歳代女性。関節リウマチにて他院でMTX投与され経過観察中，下口唇の疼痛を主訴に紹介受
診， 下 口 唇 潰 瘍 よ り 生 検 が 行 わ れ た。 組 織 で は 多 型 性 に 富 む 大 型 異 型 リ ン パ 球 を 多 数 認 め，ReedSternberg細胞様の異型細胞もみられた。免疫染色では異型リンパ球はCD20（＋），CD3（−）であり，
EBER-ISH多数陽性であった。MTX中止後，潰瘍は改善し， 2 週間後の再生検では異型リンパ球が少数み
られるのみであった。
【症例 2 】70歳代女性。12年前に関節リウマチと診断されている。MTX投与にて経過観察中，歯痛，歯肉
潰瘍が出現したため歯肉を生検したところ，組織では反応性リンパ球とともにCD20（＋）
，CD3（−）の
大型異型リンパ球が混在して認められ，EBER-ISHでは異型リンパ球に多数陽性であった。MTX中止し，
潰瘍の改善を認めた。PET-CTで集積像を伴う結節性病変が両肺に指摘されたが，経過観察中に著明縮小
しており，一連の病変と考えられた。
【考察】 2 例ともに関節リウマチに対してMTX投与中であり，MTX中止により病変は著明に改善した。
MTX-LPDは通常の悪性リンパ腫と同様の形態像を示すことから，MTX投与歴を念頭に置くことが肝要で
ある。文献的考察を加えて報告する。
Lymphoproliferative disorders（LPD）or lymphomas arise in patients treated with immunosuppressive
drugs including Methotrexate（MTX）
. Some cases of LPD are associated with Epstein-Barr virus（EBV）
infection. Two cases of MTX-associated LPD involving oral mucosa are presented. Both patients had
history of rheumatoid arthritis and were treated with oral administration of methotrexate. Histology
showed diﬀuse proliferation of CD20-positive atypical large lymphoid cells. In situ hybridization study
targeting EBV-encoded small RNA（EBER）revealed numerous positive cells. MTX was discontinued
and ulcerative lesion was disappeared within several months in both cases.
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免疫三重染色を用いた口腔上皮内腫瘍および口腔上皮性異形成への応用
Application of oral intraepithelial neoplasia and oral epithelial dysplasia using
triple-immunostaining method
和唐 雅博，嘉藤 弘仁，岡村 友玄，富永 和也，西川 哲成，田中 昭男
Masahiro Wato, Hirohito Katou, Tomoharu Okamura, Kazuya Tominaga,
Tetunari Nishikawa and Akio Tanaka
大阪歯科大学 口腔病理学講座
Department of Oral Pathology, Osaka Dental University

【目的】口腔上皮内腫瘍（OIN）および口腔上皮性異形成（OED）の組織学的特徴を明らかにするために，
cytokeratin 13, 17 および Ki-67の抗体を組み合わせ，そしてPerma Blue, Perma Red およびDABの各種発
色剤をそれぞれ用いた免疫三重染色法で検討した。
【材料と方法】OINとOEDの組織を通法に従いホルマリン固定パラフィン切片を作製し，各種抗体と各種
発色剤を組み合わせた。抗原の賦活は，それぞれの抗体により最適な方法を用いた。まず， 1 回目の反応
は，CK13かCK17と反応させ，いずれかの発色剤と反応させた。 2 回目の反応は， 1 回目と反応させた
CK13かCK17と反対の抗体と反応後，いずれかの発色剤と反応させた。 3 回目の反応は，Ki-67と反応後，
いずれかの発色剤と反応させた。
【結果】同じ切片上でCK13は異型のない細胞に陽性であり，CK17は異型のある細胞に陽性で，両者が明瞭
に区別できた。しかし，症例により両者の染色が重なるところも認められた。そして，Ki-67陽性細胞は，
CK17陽性の部位に多く認められた。
【まとめ】Perma BlueとPermanent Redのいずれかの組み合わせでCKの染色を最初に行い，さらに，CK
の二重染色の後にDABを組み合わせることにより，良好な三重染色が得られた。OINでは，CK13陰性で
CK17陽性細胞にKi-67陽性細胞が多層化し，OEDでは，CK17陰性でCK13陽性細胞にKi-67陽性細胞が傍基
底細胞に散在性に認められたことから，両者の組織学的特徴の把握のみならず病理組織学的鑑別にも有用
である。
We examined the histological characteristics of oral intraepithelial neoplasia（OIN）and oral epithelial
dysplasia （OED） using triple-immunostaining method. Formalin-ﬁxed, paraﬃn-embedded sections of
OIN and OED were stained by cytokeratin（CK）13, 17 and Ki-67 using Perma Blue，Perma Red and
DAB as chromogens. Perma Blue，Perma Red and DAB of chromogens make high contrast to observe.
The triple-immunostaining was a useful tool to examine the histological characteristics of OIN and OED.
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Apocrine hidrocystoma of the lower lip: a case report and literature review
Kentaro Kikuchi 1, Shuichi Fukunaga 2, Harumi Inoue 1, Yuji Miyazaki 1, Fumio Ide 1 and
Kaoru Kusama 1
1

Division of Pathology, Department of Diagnostic and Therapeutic Sciences, Meikai University School of
Dentistry
2
Department of Dental and Oral Surgery, Hanyu General Hospital
The hidrocystomas (HCs) are cystic forms of sweat gland resulting from proliferation of the apocrine
secretory coil or eccrine duct. Apocrine -HCs are cystic lesions that arise from the apocrine secretory coil,
while eccrine -HCs represent retention cysts of the eccrine duct. The commonest site for such lesions is
around the eye, and they may also occur on the ears, scalp, chest, shoulders, or feet. However, HCs of the
perioral region are uncommon. The differential diagnosis with minor salivary gland cyst or cystic neoplasms
often poses a problem in this site. Here we report a rare case of apocrine -HC of the right lower lip for
which excisional biopsy of the lesion was performed. Histopathologically, the lesion was a unilocular cyst
lined by a double-layered epithelium of the apocrine secretory type. Immunohistochemically, the secretory
epithelium was positive for mammaglobin, gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15), cytokeratin 7
(CK7) and CK18, and the myoepithelium was positive for alpha-smooth muscle actin (α-SMA) and
weakly positive for S100 protein. Here we present this very rare case of apocrine -HC of the lower lip, and
discussed regarding differential diagnosis with minor salivary gland cystic lesion in the lip.
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TGF-βシグナル伝達経路が舌癌細胞株の増殖と浸潤に与える影響につ
いて
Eﬀect of TGF-β on cell proliferation and invasion of tongue cancer cell lines
石黒 仁江 1，岡田 康男 1 , 2
Hitoe Ishiguro 1 and Yasuo Okada 1 , 2
1

日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科 病態組織機構学
日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座
1
Histopathology of Pathogenic Mechanisms, Graduate School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon
Dental University
2
Department of Pathology, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata
2

【目的】Transforming growth factor（TGF）-β1は上皮細胞に対する増殖抑制作用があり，腫瘍抑制因子
としての側面を持つ一方で，浸潤や転移，上皮間葉転換，免疫抑制，血管新生などにより腫瘍の悪性化を
促進するという二面性が知られている。そこで，口腔扁平上皮細胞に対するTGF-βの増殖と浸潤への作用
について検討した。
【材料と方法】舌癌細胞株であるSAS，HSC-3を用いた。TGF-βの細胞増殖における影響についてTGF-β
1とTGF-βシグナル伝達経路を阻害するために抗TGF-β1抗体，抗TGF-βタイプIIレセプター（TβRII）
抗体，TGF-βレセプターIキナーゼ阻害剤（TRI）をそれぞれ添加し，MTT assayで評価した。また，
TGF-β1の浸潤能への影響についてinvasion assayで評価した。
【結果】TGF-β1の添加によりSASでは有意に細胞増殖が増加したが，HSC-3では増殖に有意差はみられな
かった。抗TGF-β1抗体，抗TβRII抗体，TRIの添加によりSASとHSC-3の増殖は有意に抑制された。ま
た，invasion assayではTGF-β1の添加によりSASとHSC-3ともに浸潤が有意に促進された。
【結論】SASとHSC-3のいずれにおいてもシグナル伝達経路の抑制によって，細胞増殖が抑制された。した
がって，TGF-β1は上皮細胞の増殖を抑制する因子として知られているが，TGF-βシグナル伝達経路にお
ける何らかの変異によって細胞増殖促進作用を持ったと考えられる。本研究では舌癌細胞においてTGF-β
1が細胞増殖と浸潤を促進することが示唆された。
Transforming growth factor（TGF）-β1 is a multifunctional cytokine that regulates a variety of cellular
processes including cell proliferation, apoptosis, invasion, metastases and epithelial-mesenchymal
transition in many type of cancer cells. In the present in vitro study, two OSCC cell lines（SAS, HSC-3）
were treated with TGF-β1, anti-TGF-β1 antibody, anti-TGF-β type II receptor（TβRII）antibody and
TGF-β receptor I kinase inhibitor（TRI）to determine the eﬀect on cell proliferation. To evaluate the
eﬀect on invasion, both OSCC cell lines were treated with TGF-β1.
promotes growth and invasiveness of OSCC cells.
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異時性に両側下顎に生じた腺性歯原性嚢胞一例の病理組織学的検討
Histopathological study of a case of metachronous glandular odontogenic cyst of
the bilateral mandible.
大野 淳也 1，石黒 仁江 1，大窪 泰弘 2，柬理 賴亮 2，岡田 康男 1 , 2
Junya Ono 1, Hitoe Ishiguro 1, Yasuhiro Ohkubo 2, Yoriaki Kanri 2 and
Yasuo Okada 1 , 2
1

日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科 病態組織機構学
日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座
1
Histopathology of Pathogenic Mechanisms, Graduate School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon
Dental University
2
Department of Pathology, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata
2

腺性歯原性嚢胞は，比較的稀な顎骨内嚢胞で中年以降に多く，性差はみられない。また，皮質骨の破壊を
伴う場合もあり，局所侵襲性があるといわれている。これまで腺性歯原性嚢胞の単発性の症例報告はある
が，異時性に両側下顎に発生した症例の報告はみられない。今回，我々は両側下顎に異時性に発生した腺
性歯原性嚢胞の 1 例を経験したので病理組織学的に検討し報告する。
【患 者】30歳代の女性
【主 訴】紹介医で指摘された下顎骨内病変の精査と治療
【現病歴】200X年11月に他院を齲蝕治療のため受診し，その際レントゲン所見で左側下顎臼歯部に類円形
の単房性透過像が認められ，精査，治療目的に当院を紹介され来院した。
【既往歴】特記事項なし
【家族歴】特記事項なし
【現 症】口腔外所見：顔貌は左右対称で，顔面の膨隆はみられなかった。口腔内所見：左側第一大臼歯
は根管治療がなされており，右側第一大臼歯は齲蝕がみられた。その他の部位は上下顎前歯部，臼歯部共
に修復処置がなされていた。
【処置・経過】200X年11月に左側下顎骨内嚢胞の臨床診断で摘出術が施行された。病理組織学的には腺性
歯原性嚢胞と診断した。その後，再発なく経過していたが，12年後の20XX年，紹介医院に齲蝕治療目的
で再度受診した際，レントゲン所見で右側下顎骨内の単房性透過像が認められ，当院に紹介され来院した。
パノラマX線写真では右側臼歯部に類円形の単房性の透過像を認めた。CT写真では右側第一大臼歯歯根周
囲に境界明瞭な類円形の透過像を認めた。右側下顎骨内嚢胞の診断で摘出術が施行された。病理組織学的
には腺性歯原性嚢胞と診断した。
【病理組織学的所見および診断】いずれの嚢胞も非角化重層扁平上皮で裏装され，上皮内には粘液産生細
胞とmicrocystがみられた。上皮下にはごく軽度のリンパ球や形質細胞浸潤を伴う線維性結合組織が認めら
れた。また，一部にコレステリン裂隙がみられた。発生部位などと総合して腺性歯原性嚢胞と診断した。
We report a glandular odontogenic cyst that occurred metachronous mandible on both sides to 30s yearold female. Unilocular radiolucency of the left mandible was observed in the panoramic radiograph.
Operation was performed under local anesthesia. The postoperative course was uneventful with no
disturbances. After 12 years, she visited our hospital, unilocular radiolucency of the right mandible was
observed in the panoramic radiograph, Operation was performed under general anesthesia. Both are
relined by a non-keratinized epithelium with mucouscell and microcyst. Final diagnosis was glandular
odontogenic cyst.
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耳下腺結核の１症例
A case of tuberculosis of the parotid gland
大谷津 幸生 1 , 2，星 健太郎 1 , 2，中村 恵理奈 3，小山 潤 1 , 2，川嶋 理恵 2，
神部 芳則 2，槻木 恵一 4，草間 幹夫 2
Yukio Oyatsu 1 , 2, Kentaro Hoshi 1 , 2, Erina Nakamura 3, Jun Koyama 1 , 2,
Rie Kawashima 2, Yoshinori Jinbu 2, Keiichi Tsukinoki 4 and Mikio Kusama 2
1

鎌ケ谷総合病院 歯科口腔外科
自治医科大学 歯科口腔外科学講座
3
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野
4
神奈川歯科大学 顎顔面診断科学講座
1
Kamagaya General Hospital, Depatment Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery
2
Department Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University
3
Maxillofacial Surgery, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
4
Department of Diagnostic Science, Kanagawa Dental University
2

【緒言】頭頸部領域の結核は頸部リンパ節に発生するものが多く，次に口腔粘膜に発生する頻度が高いが，
唾液腺の結核は比較的稀とされている。今回われわれは耳下腺結核の 1 例を経験したので，その概要を報
告する。
【症例の概要】患者：63歳。女性。初診：2013年 2 月。現病歴：2012年12月より左側耳下腺部に無痛性の
腫瘤を自覚。経日的な改善を認めなかったため当科受診となった。既往歴：高血圧。家族歴：特記事項な
し。現症：左側耳前部に弾性硬，境界比較的明瞭，平滑で，皮膚との癒着はなく可動性のある10×10mm
大の腫瘤を認めた。顔面神経麻痺は認めなかった。明らかな全身性の異常はなかった。画像所見：MR所
見；左側耳下腺浅葉に境界比較的明瞭な径12mmの結節を認め，T2強調像で低信号を示した。CT所見；左
側耳下腺浅層に径12mm大の腫瘤を認め，リング状の造影効果を示した。頸部リンパ節に有意な腫大は認
めなかった。処置および経過：2013年 5 月，全身麻酔下に左側耳下腺腫瘍摘出術を施行した。腫瘤の周囲
には正常な耳下腺組織があり，顔面神経との癒着は認めなかった。病理組織診断：耳下腺結核。組織所見：
中心部で乾酪壊死を伴う類上皮肉芽種形成を認めた。随所で多核巨細胞を認め，周囲では顕著な脂肪増成，
線維化を伴う唾液腺の萎縮，リンパ球浸潤，小類上皮肉芽種がみられた。Ziehl-Neelsen染色では明らかな
抗酸菌は認めなかった。
【結語】画像診断の発達した今日においても術前に耳下腺結核を診断することは困難で，本症例でも病理
組織学的に診断された。耳下腺の腫瘤においても結核の可能性を考慮し，日常臨床に携わることが重要と
考えられた。
Tuberculosis of the parotid gland is rare among tuberculosis of the head and neck region. We present a
case of tuberculosis of the parotid gland. The patient was 63-year-old female. Examination revealed a
tumor which was 12mm in size, elastic hard, and located in right parotid gland. Tumor resection of the
right parotid gland was performed. The histological diagnosis was a tuberculosis of the parotid gland.
Tuberculosis is one of the most important of the re-emerging infectious disease in the world. We should
always consider tuberculosis.
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顎関節洗浄液のcell block tissue array標本を用いた顎関節症の病態診断
Cytopathologic diagnosis on joint lavage ﬂuid for patients with
temporomandibular joint disorders
三上 俊成 1，熊谷 章子 2，青村 知幸 2，杉山 芳樹 2，水城 春美 2，武田 泰典 1
Toshinari Mikami 1, Akiko Kumagai 2, Tomoyuki Aomura 2, Yoshiki Sugiyama 2,
Harumi Mizuki 2 and Yasunori Takeda 1
1

岩手医科大学病理学講座 病態解析学分野
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座 口腔外科学分野
1
Division of Anatomical and Cellular Pathology, Department of Pathology, Iwate Medical University
2
Division of Maxillofacial Surgery, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry,
Iwate Medical University
2

【目的】細胞材料からのcell block標本は，細胞診断において組織構築の観察や連続切片による免疫染色が
行える方法として有用である。一方，歯科臨床において顎関節症の診断は，主に臨床所見と種々の画像検
査によって行われている。しかし，診療ガイドラインに沿って正しく診断された場合でも治療効果は患者
ごとに異なることが少なくない。臨床所見は似ていても，関節局所における組織，細胞レベルの病態は症
例ごとに異なっていると考えられる。また，初期の結晶性関節炎や滑膜軟骨腫症は顎関節症と誤診される
ことが多い。そこで，顎関節症の治療に用いられた関節洗浄液からcell block tissue array標本を作製し，
洗浄液中に含まれる細胞成分を病理学的に分析することで，顎関節局所の病態把握が可能かどうかを検討
した。
【方法】臨床的に顎関節症と診断された39名の患者に行われた計44件の関節洗浄液からcell block tissue
array標本を作製して鏡検した。必用に応じて免疫染色や特殊染色を行い，画像所見も参考にした。
【結果】44件中22件で，好中球，リンパ球，多核巨細胞（CD68陽性），形質細胞，好酸球，単球系細胞（マ
クロファージあるいは破骨細胞），石灰化を伴った軟骨組織といった診断に有用な細胞がみられた。病理
診断としては，16件が急性炎症， 3 件が慢性炎症， 2 件が急性炎症から慢性炎症への移行期， 1 件が変形
性関節症の疑い， 1 件が顎関節のリモデリングの疑い， 1 件が滑膜軟骨腫症と考えられた。臨床所見と病
理所見の比較では，臨床所見が同様であっても病理所見は多様であることが分かった。また，同一患者に
複数回洗浄を行った場合，症状変化と病理所見との間に相関が見られ，本法に再現性のあることが確認さ
れた。
【結論】顎関節洗浄液のcell block tissue array標本を用いた病理検査は，顎関節症患者に対するより詳細な
診断や，関節内部の病態把握に有用であることが示唆された。
The cell block tissue array method for cell samples is helpful in making cytopathologic diagnosis.
Temporomandibular joint（TMJ）disorders（TMD）are usually diagnosed based on the patientʼs clinical
ﬁndings; however, understanding of the inﬂammatory process in TMJ is diﬃcult. The aim of this study
was to assess the TMJ lavage ﬂuid cytopathologically using cell block tissue array method in TMD
patients. Cell components were detected in 22 of the 44 analyzed joint lavage ﬂuids. The results
suggested that cytopathologic examination using cell block tissue array method is helpful for gaining an
understanding of the inner local conditions of TMJ.
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扁平上皮癌移植モデルマウスを用いたNetrin-1 結合部位欠失DCC遺伝
子導入の影響
Eﬀects of transfection of mutant DCC on the carcinoma tissue implanted into
nude mice.
和田 裕子，清島 保，藤原 弘明，坂井 英隆
Hiroko Wada, Tamotsu Kiyoshima, Hiroaki Fujiwara and Hidetaka Sakai
九州大学大学院歯学研究院 口腔病理学研究分野
Laboratory of Oral Pathology, Faculty of Dental Science, Kyushu University

［目的］口腔扁平上皮癌は主に切除療法が行われているが口腔機能や審美性の喪失を招き患者のQOLが著
しく低下するケースが少なくないことから，外科的侵襲が少ない新たな口腔癌の治療法の確立が待望され
ている。膜貫通型レセプターであるdeleted in colorectal cancer（DCC）は，Netrin-1をリガンドとする神
経軸索伸長因子受容体であり，Netrin-1が結合しない状況ではアポトーシスを誘導することが知られてい
る。我々は第23回日本臨床口腔病理学会にて，Netrin-1結合部位を除去したDCCの一部（⊿DCC）を組み
込んだベクターを作製し，癌細胞に強制発現することによりアポトーシスが誘導されることを示した。そ
こで，今回⊿DCCベクターを扁平上皮癌モデルマウスに導入し，癌組織への影響を検討した。
［方法］口腔扁平上皮癌細胞株HSC3をマトリゲルと混合し，ヌードマウスの背部皮下に移植した。移植 3
週間後から 1 日おきに計 3 回⊿DCCベクターを癌移植部位に導入した。 2 週間後に癌組織を回収し，組織
固定・パラフィン包埋後，HE染色による組織観察ならびにTUNEL染色によるアポトーシス誘導能をコン
トロール群と比較検討した。
［結果と考察］⊿DCCベクターを導入した癌移植部位は，コントロール群に対して体積が減少していた。
また，TUNEL染色により⊿DCCベクターを導入した細胞群にTUNEL陽性細胞が多く認められた。⊿DCC
ベクター導入によるHSC3細胞株の癌細胞に対するアポトーシス誘導の可能性が示唆された。
Deleted in colorectal cancer（DCC）is a Netrin-1 receptor that is involved in axon guidance and cell
survival. DCC induces apoptosis when its ligand, Netrin-1 is absent. In this study, the eﬀects of
transfection of delta DCC vector lacking Netrin-1 binding site on the carcinoma tissue implanted into
nude mice were examined. The size of carcinoma tissue was decreased and the number of TUNELpositive cells was increased in delta DCC vector injection group, suggesting delta DCC vector could
induce apoptosis of squamous cell carcinoma.
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口蓋の悪性末梢神経鞘腫瘍１例の病理組織学的検討
Histopathological study of a case of malignant peripheral nerve sheath tumor
柬理 頼亮，石黒 仁江，大野 淳也，大窪 泰弘，岡田 康男
Yoriaki Kanri, Hitoe Ishiguro, Junya Ohno, Yasuhiro Ohkubo and Yasuo Okada
日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座
Department of Pathology, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata

悪性末梢神経鞘腫瘍（MPNST）は末梢神経から発生した悪性腫瘍や神経鞘成分への分化を示す悪性腫瘍
の総称で，従来はmalignant schwannomaなどといわれていた。口腔顎顔面領域におけるMPNSTの発生は
まれであり，その報告例も少ない。今回我々は左側口蓋に発現したMPNSTの 1 例を経験したので病理組
織学的に検討し報告する。
患者：60歳代の女性。
主訴：口蓋の腫瘤
既往歴：高血圧症
家族歴：特記事項なし
現病歴：20XX年 8 月に口蓋の腫瘤に気付き他院を受診した。炎症性病変の疑いで抗菌薬の投与を受ける
も改善なく腫瘤の増大がみられ，10月に当院に紹介来院した。
現症：口腔内所見；左側口蓋に長形30mm大の腫瘤性病変がみられた。病変は健常粘膜色を呈し，触診で
は比較的軟らかい。
処置及び経過：画像診断検査の後，生検が行われた。
画像診断所見：CTでは腫瘍は左側上顎洞内に充満し，上顎洞壁は外側に膨隆し，口蓋側，後壁で骨の吸
収・消失が認められた。
病理組織学的診断：MPNST
病理組織学的所見：紡錘形細胞の束状増殖がみられる腫瘍で，腫瘍細胞束は錯綜し，花むしろ状，渦巻き
状や一部でherring bone pattern様を呈する。腫瘍は細胞境界が不明瞭で，波状にうねった核が認められ
る。細胞異型や核異型がみられ，奇怪な大型細胞も散見された。免疫組織化学的には，S-100，NSEが陽性
であった。
Malignant peripheral nerve sheath tumors（MPNST）is a general term for malignant tumors showing
diﬀerentiation into nerve sheath component and malignant tumors generated from peripheral nerves.
Occurrence of MPNST in oral and maxillofacial region are rare, the reported cases is small. We
examined histologically a case of MPNST expressed on the left side palate.
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Notch1 expression is downregulated in chemically-induced oral epithelial
dysplasia.
Masita Mandasari, Kei Sakamoto and Akira Yamaguchi
Section of Oral Pathology, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
Objective
Notch is a transmembrane receptor that regulates proliferation and differentiation of various cell types. We
previously found that Notch1 expression was downregulated in epithelial dysplasia and squamous cell
carcinoma of the oral cavity. This study aimed to clarify the role of Notch1 downregulation in oral epithelial
tumor pathogenesis by analyzing 4-Nitroquinoline-1-Oxide (4-NQO)-induced lesions in mice.
Experimental Design
Six-week-old ICR mice were divided into treatment and control group. Treatment group was administered
drinking water containing 4-NQO. Formalin-fixed-paraffin-embedded tongue specimens were analyzed
histologically and immunohistologically using anti-Notch1 (EP1238Y, Epitomics), Keratin (K)13
(ab16112, Abcam), K14 (LL002, Neomarkers), K15 (EP14, Epitomics) antibodies.
Result
All mice in 4-NQO treatment group developed epithelial dysplasia in tongue and none was observed in the
control group. In normal epithelium, Notch1, K14 and K15 were expressed in the basal layer while K13
was expressed in the suprabasal layer. In epithelial dysplasia, downregulation of Notch1, K13 and K15 were
observed. Notch1 expression was downregulated more frequently and broadly compared to K13 and K15.
Notch1 downregulation was also observed in the epithelia with minimum histological changes.
Downregulation of K15 coincided with that of Notch1, but observed in narrower regions. K13 was least
downregulated in the lesions. K14 expression was diffusely observed in both basal and suprabasal layer of
the lesions.
Conclusion
Disturbance of squamous epithelium differentiation which was revealed by the altered expression of keratins
appeared to be related with the preceding downregulation of Notch1, suggesting its essential role in the
initial stage of oral neoplasia.
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Methods of detecting HPV from lymph node metastasis of unknown
primary origin
Yukiko Sato 1, Reiko Furuta 1, Noriko Yamamoto 1, Wataru Shimbashi 2, Takashi Toshiyasu 3,
Reimi Asaka 1, Hiroki Mitani 2, Yoshio Miki 4, Kazuyoshi Kawabata 2 and Yuichi Ishikawa 1
1

Japanese Foundation for Cancer Research, Cancer Institute, Division of Pathology
Cancer Institute Hospital, Division of Head and Neck Oncology
3
Cancer Institute Hospital, Division of Radiation Oncology
4
Cancer Institute Hospital, Division of Genetic Diagnosis
2

[Objective] In recent years, HPV-associated oropharyngeal cancer has been reported to have good sensitivity
to chemotherapy and radiation. As the presence or absence of HPV association may also result in different
therapeutic effects on metastatic neck carcinoma of unknown primary origin, HPV examination is likely to
become more important in the future. This study aimed to identify effective HPV examination methods for
these metastatic neck carcinomas.
[Subjects] The subjects were 15 patients with metastatic neck carcinoma of unknown primary origin who
received their initial treatments at the Cancer Institute Hospital of JFCR in 2010 and 2011.
[Methods] Lymph node metastasis specimens embedded in paraffin were used. HPV typing test
(CliniChip HPV) (Chip), in situ hybridization (ISH), and nested PCR (PCR) targeting E6 were used as
HPV examination methods, while ectopic chromosome around centrosome (ECAC) observed in high-risk
HPV-infected cancer cases and immunohistochemical staining for p16 and p53 were used for additional
verification.
[Results] In Chip, 2 patients (13%) were HPV positive and type 16 was detected, while 4 patients (27%)
were ISH positive and 5 patients (33%) were PCR positive for type 16. These patients were included
among the 5 ECAC-positive patients (33%) and 7 patients with p16+/p53- (47%).
[Conclusion] In lymph node metastases, HPV DNA commonly exists in an integration form, and detection
methods targeting E6 are thus required.
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口腔扁平苔癬（OLP）の臨床型とヒトパピローマウイルス16型（HPV16）感染との関係についての検討
The relation of Oral Lichen Planus（OLP）clinical type and Human
Papillomavirus-16（HPV-16）infection
加藤 世太 1，河合 遼子 1，鳥居 亮太 1，本田 由馬 1，小森 敦夫 1，
吉田 和加 1 , 2，杉田 好彦 1 , 2，佐藤 恵美子 1 , 2，久保 勝俊 1 , 2，前田 初彦 1 , 2
Seeta Kato 1, Ryoko Kawai 1, Ryota Torii 1, Yuma Honda 1, Atsuo Komori 1,
Waka Yoshida 1 , 2, Yoshihiko Sugita 1 , 2, Emiko Sato 1 , 2, Katsutoshi Kubo 1 , 2 and
Hatsuhiko Maeda 1 , 2
1

愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座
愛知学院大学 未来口腔医療研究センター
1
Department of Oral Pathology, Aichi Gakuin University School of Dentistry
2
Center of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University
2

【目的】我々はヒトパピローマウイルス16型（HPV-16）が口腔前癌状態である口腔扁平苔癬（OLP）の悪
性化に関与する可能性を考え，悪性病変に関与するHPV-16の同疾患における臨床型別の感染について検討
した。
【材料および方法】愛知学院大学歯学部附属病院および関連施設にて1987年〜2010年の23年間に病理診断
によりOLPと診断された200症例を対象とした。男性77人（平均55.7歳），女性123人（平均58.5歳）であった。
部位別症例数は，頬粘膜132例，歯肉30例，舌19例，口唇15例，口蓋 4 例であった。OLP臨床型別症例数は，
びらん型46症例，網状型43症例，斑状型27症例，萎縮型 6 症例，不明78症例であった。ホルマリン固定パ
ラフィン包埋病理組織切片よりDNA抽出し，コンセンサスプライマー（GP，GP＋，MY）を用いたPCR
を実施し，そこで陽性と判定した症例について，さらにHPV-16型特異的プライマーを用いたPCRを実施し，
その陽性率を算出した。また，In-situ Hybridizationと免疫染色によるHPV感染の検出も行った。
【結果】HPV-16型特異的プライマーを用いたPCRでの感染率は25.5%で，男女別の感染率は，男性（30.0%），
女性（25.2%）であった。また，部位別の感染率は，頬粘膜（20.5%）
，歯肉（50.0%）
，舌（15.8%）
，口唇
（40.0%）
，口蓋（0.0%）であった。さらに，OLPの各臨床型別の感染率は，最も高いのはびらん型で28.3%
であり，続いて斑状型（25.9%），網状型（18.6%），萎縮型（0.0%）の順であった。
【結論】今回の結果より，悪性病変に関与する高リスク型であるHPV-16がOLP病変，中でも特にびらん型
と斑状型に多く感染していることが判明した。この結果から，HPV感染がOLPの悪性化を起こす危険因子
の一つである可能性が示唆された。
We assessed HPV-16 infection in OLP in various clinical types.
DNA was extracted from 200 formalin-ﬁxation paraﬃn-embedded samples of OLP. HPV infection was
detected by PCR using consensus primers and type-speciﬁc primers, In-situ hybridization and
Immunohistochemistry.
The positive rate of HPV-16 infection was 25.5%. Frequent OLP clinical types infected with HPV-16
were erosive type（28.3%）,plaque type（25.9%）,reticular type（18.6%）,atrophic type（0.0%）.
The results indicate that many HPVs were present in OLP, especially the erosive type and plaque type.
It is suggested that HPV infection is one of the risk factor of malignant transformation in OLP lesions.
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口腔粘膜病変の細胞診材料を用いたHPV検出の試み
HPV detection in cytological samples from oral mucosal lesions
岸野 万伸 1，鈴村 侑子 2，野田 百合 1，宇佐美 悠 2，佐藤 淳 1，小川 裕三 1，
豊澤 悟 1
Mitsunobu Kishino 1, Yuko Suzumura 2, Yuri Noda 1, Yu Usami 2, Sunao Sato 1,
Yuzo Ogawa 1 and Satoru Toyosawa 1
1

大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室
大阪大学歯学部附属病院 検査部
1
Department of Oral Pathology, Osaka University Graduate School of Dentistry
2
Clinical Laboratory, Osaka University Dental Hospital
2

口腔細胞診は，癌を早期に発見するための有用な方法の一つとして認識されつつあり，歯科診療の場や口
腔がん検診等で用いられるようになってきている。一方，口腔扁平上皮癌の発生においてタバコとアル
コールが重要なリスクファクターであることが知られているが，近年では，口腔から咽頭にかけて発生す
る扁平上皮癌で，ヒトパピローマウイルス（HPV）も原因の一つであるといわれており，性行為の関与と
若年者での増加傾向が報告されている。本研究では，口腔扁平上皮癌や他の粘膜病変においてHPV感染の
有無を明らかにするために，口腔粘膜の擦過細胞診検体を用いて，HPV-DNAの検出を試みた。また，口腔
扁平上皮癌の診断において免疫細胞化学染色の有用性を確認するために，p16・p53二重免疫染色を行った。
HPVの検出は，大阪大学歯学部附属病院で口腔粘膜の擦過細胞診を施行した57例を対象とした。これらの
症例について，細胞診検体の残りの材料からDNAを抽出し，コンセンサスプライマー（GP5＋/GP6＋）を
用いたPCRと，標識プライマーでPCR増幅したHPV-DNAをとらえて発光させるマイクロアレイシステム
を用いたgenotyping法でHPV感染の有無について検討した。p16・p53二重免疫染色は，免疫染色可能な細
胞診標本があり組織診断が確定している32症例を対象とした。一次抗体はp16マウスモノクローナル抗体
とp53ウサギモノクローナル抗体のカクテル抗体を使用し，高分子ポリマー法にて検出した。
細胞診で扁平上皮癌あるいは扁平上皮癌疑いとした症例は20例で，異型上皮は10例，炎症あるいは良性病
変は27例であった。病理組織検査にて診断が確定したものは40例で，そのうち扁平上皮癌は21例，軽度〜
中等度の上皮異形成 9 例，粘表皮癌 1 例であった。良性悪性に関わらずすべての症例についてHPV-DNA
を調べた結果，全例陰性であった。この結果から，HPV感染が口腔扁平上皮細胞の癌化に関与する可能性
は非常に低いと考えられた。p16・p53二重免疫染色では，p53陽性例はすべて扁平上皮癌で，扁平上皮癌
以外の症例はすべて陰性であったが，検出感度は30%と低かった。p16に関しては感度・特異度ともに有意
な結果は得られなかった。
In recent years, HPV has also been shown to be involved in the development of oral squamous cell
carcinomas. The aim of this study was to evaluate the frequency of HPV infection in a series of
cytological samples from oral mucosal lesions. HPV-DNA was not detected in 57 cases of these lesions.
Immunohistochemical double staining method was used for detecting p53 protein and p16 protein in 32
cases of cytological smears. The sensitivity of p53 positivity for detection of cancer cells was 30%, and
its speciﬁcity was 100%. The sensitivity and speciﬁcity of p16 protein were not signiﬁcant.
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唾液腺導管癌におけるHER2タンパク質HeterogeneityとHER2遺伝子
増幅の検討
Study of intratumoral heterogeneity of HER2 protein and ampliﬁcation of HER2
gene in salivary duct carcinoma
近藤 裕介 1 , 2，槻木 恵一 2
Yusuke Kondo 1 , 2 and Keiichi Tsukinoki 2
1

東海大学医学部 基盤診療学系病理診断学
神奈川歯科大学大学院 環境病理学講座
1
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2
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2

【目的】唾液腺導管癌（salivary duct carcinoma, SDC）は高齢者の大唾液腺にしばしば発生する高悪性度
腺癌であり，病理組織学的に乳管癌に類似しHuman Epidermal Growth Factor Receptor 2（HER2）蛋白
が高頻度に発現することが知られている。今回はSDCにおけるHER2蛋白発現不均一性（Heterogeneity,
HG）とHER2遺伝子増幅について検討を行った。
【対象と方法】2001〜12年に当院で腫瘍切除術を施行した13症例を対象とした。臨床病理学的な解析に加
えて，免疫組織化学（IHC）でHER2蛋白発現HGの有無と，Dual Color in situ Hybridization（DISH）法を
用いてHER2遺伝子増幅を評価した。HER2蛋白は細胞膜への染色強度を評価し 0 ，1＋，2＋，3＋とスコ
アリングし，それぞれの面積が単独で95%以上占めるものをHG（−）
， 5 %以上の領域が複数含まれるも
のをHG（＋）と定義した。HER2遺伝子はHG（−）では無作為に 3 カ所，HG（＋）では染色強度に差があっ
た部位を含むように 3 カ所選び，HER2/CEP17比の測定を行った。
【結果と考察】症例は34〜81歳，全例男性で耳下腺が10例，顎下腺が 3 症例であった。原病死 3 例，再発
転移症例 1 例であった。HER2蛋白は，HG（−）は 6 例（ 0 ， 1 例；1＋， 1 例；2＋， 0 例；3＋， 4 例），
HG（＋）は 7 例であった。HER2/CEP17比はHG（−）では 0 ，1.05；1＋，1.39；3＋，2.63，3.11，3.68，4.75
であった。HG（＋）では1.16~3.58で，蛋白発現が異なっていてもほぼ一定の傾向を示した。乳管癌にお
けるHER2 蛋白発現HGは1-13%，HG（＋）の腫瘍においてもHER2蛋白発現とHER2/CEP17比は相関関係
があると報告されている。このことから，SDCは乳管癌と比べてHGが高頻度で認められる。また，HER2
蛋白の発現機序は乳管癌とは異なる可能性がある。
We studied intratumoral heterogeneity of HER2 protein and ampliﬁcation of HER2 gene in salivary duct
carcinoma （SDC） using immunohistochemistry （IHC） and dual color in situ hybridization （DISH）.
Heterogeneity of HER2 protein was presence in seven of 13 cases. HER2/CEP17 ratio of HER2 gene
showed homogenous distribution in spite of presence with intratumoral heterogeneity of HER2 protein.
We suggest that SDC tend to express intratumoral heterogeneity of HER2 protein relative to breast
cancer. In addition, HER2 protein expression mechanism seems to be diﬀerent from that of breast
cancer in light of past study.
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上顎歯肉に発生したホジキンリンパ腫の１例
A case of Hodgkinʼs lymphoma occurred in the maxillary gingiva
杉浦 康史 1 , 2，井上 恵美 1 , 2，宮城 徳人 1 , 2，早坂 純一 1，伊藤 弘人 1，
野口 忠秀 1，神部 芳則 1，草間 幹夫 1，松本 直行 3，小宮山 一雄 3
Yasushi Sugiura 1 , 2, Emi Inoue 1 , 2, Norito Miyagi 1 , 2, Zyunichi Hayasaka 1,
Hiroto Ito 1, Tadahide Noguchi 1, Yoshinori Zinbu 1, Mikio Kusama 1,
Naoyuki Matumoto 3 and Kazuo Komiyama 3
1

自治医科大学付属病院 歯科口腔外科学講座
那須赤十字病院 歯科口腔外科
3
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1
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2
Nass Red Cross Hospital Department of Oral and Maxilofacial Surgery
3
Nihon University School of Dentistry Department of Oral Pathology
2

【緒言】ホジキンリンパ腫はわが国では全悪性リンパ腫の約10%に発生する。多くの症例は頸部リンパ節に
発生し，歯肉に進展した症例は 2 例が報告されているのみである。病理組織上，様々な炎症性背景に数少
ないHodgkin細胞，Reed-Sternberg細胞（RS細胞）と呼ばれる特異細胞が散見される像が基本であり免疫
表現型検査にて診断する。今回われわれは，頸部リンパ節に発生し上顎歯肉に進展したホジキンリンパ腫
の 1 例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。
【症例】患者：89歳女性。主訴：右上顎歯肉潰瘍と右頬部腫脹。現病歴：2012年 2 月，上顎歯肉の腫瘍性
病変の精査目的に近病院より当科紹介。既往歴：高血圧，高脂血症，骨粗鬆症，慢性C型肝炎。現症：右
頬部腫脹と右上顎前歯部に穿屈性・潰瘍状を呈する表面粗造・易出血性で40×38mmの腫瘤を認め，両側
頸部リンパ節腫大を触知した。経過：画像では上顎に骨破壊を伴う腫瘤と両側頸部多発リンパ節腫大，両
肺多発結節，上腹部多発リンパ節腫大を認めた。腫瘍マーカーはCA19-9，可溶性IL-2が上昇していた。生
検では，壊死と組織球，リンパ球の増生，多核巨細胞が見られ，その中に大型の核を有する異型細胞が散
在性に認められた。免疫染色では大型の異型細胞はCD15，CD30に陽性を示し，ホジキンリンパ腫を疑う
像であったが典型的なホジキン細胞は観察されなかった。確定診断に至らなかったため，再度全身麻酔下
でリンパ節および上顎腫瘤部の生検を施行した。いずれの組織もHE染色では既往標本と類似した所見で
あったが，免疫染色ではCD30陽性細胞，CD15陽性細胞とも比較的大型の細胞に陽性を示し，CD45＋−，
CD3陰性，CD20陽性，CD79a陰性，上皮マーカー（CAM5.2，KL1）陰性，ALK-1陰性，EBER陽性であっ
た。典型的なReed-Sternberg細胞の像を示さないもののL&H（lymphocytic&Histiocytic）あるいは
popcorn細胞の形態を呈し，背景にはT細胞性のリンパ球が主体で，線維化，類上皮細胞性肉芽腫の出現を
認め，臨床経過・既往病理標本の所見を総合しホジキンリンパ腫と診断した。VP16mg，PSL20mgを開始
したが，黄疸をはじめとする肝機能障害が急速に進行し，転院し緩和ケア施行後に他界した。
We report a case of Hodgkinʼs lymphoma occurred in the maxillary gingiva and the bilateral cervical
lymph nodes. The patient was an 89-year-old woman complained of ulcer on the right maxillary gingiva
and swelling of the right cheek. Biopsy specimen revealed peculiar cells appear in reactive inﬂammatory
cells without atypia and immunohistochemical analysis showed CD30（+）
, CD（15+）
, CD45（±）
, CD3（-）
,
CD20（+）, CD79a（-）
, CD68（-）, CAM5.2（-）
, KL1（-）
, ALK-1（-）
, EBER（+）
. The patient was ﬁnally
diagnosed as having Hodgkinʼs lymphoma.
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A case of metastatic clear cell renal cell carcinoma in the submandibular
region
Yusuke Amano 1 , 2, Sumie Ohni 1 , 2, Toshiyuki Ishige 1 , 2, Tsutomu Yamada 1 , 2,
Nobuyuki Nishimori 3 and Norimichi Nemoto 1 , 2
1
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3
Department of Dermatology, Nihon University School of Medicine
2

Renal cell carcinoma has been reported to metastasize in the lung, liver, bone, adrenal gland and other
organs, and metastasize more 10 years from the onset, but extremely rare in the skin. We presented a case
of clear cell renal cell carcinoma metastasis to the skin of the submandibular region. A 70-year-old male
noticed papula in submandibular region, 6 months prior to his first medical examination at Nihon
University Itabashi Hospital. He was clinically diagnosised as granuloma telangiectaticum, and underwent
an excisional biopsy. Histopathogically, the intradermal lesion was consisted with epithelial arrangement by
clear cells with abundant cytoplasm without structural and cellular atypia, showing glycogen deposion and
positive for CD10 and vimentin, negative for HMB-45 and S-100. Although the clear cell carcinoma,
lipoma, and others were given as the differential diagnosis, the final diagnosis was metastasis of clear cell
renal carcinoma in skin, considering immunohistological findings with the background of the histology of
his nepherctomised specimen 6 years ago. A diagnosis for clear cell carcinoma especially in the head and
neck region is necessary to different from renal cell carcinoma and other originated carcinoma.
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唾液腺に生じたIntraductal papillomaの２例
Two cases of intraductal papilloma in salivary gland
天野 雄介 1 , 2，楠美 嘉晃 1 , 2，石毛 俊幸 1 , 2，山田 勉 1 , 2，高根 智之 3，
岸 博行 3，浅川 剛志 3，古阪 徹 3，根本 則道 3
Yusuke Amano 1 , 2, Yoshiaki Kusumi 1 , 2, Toshiyuki Ishige 1 , 2, Tsutomu Yamada 1 , 2,
Tomoyuki Takane 3, Hiroyuki Kishi 3, Takeshi Asakawa 3, Tooru Furusaka 3 and
Norimichi Nemoto 3
1
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3
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1
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2
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3
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2

ntraductal papillomaは，主として小唾液腺導管内に生じる乳頭状発育を特徴とする稀な良性腫瘍である。
今回我々は，耳下腺と顎下腺に生じた 2 例を経験したので組織学的検討を加え報告する。
症例 1 ：34歳，男性。
主訴：左耳下部腫瘤
現病歴：初診 3 ヶ月前より左耳下部腫瘤を自覚し精査目的に当院耳鼻咽喉頭頸部外科初診となる。耳下腺
腫瘍の臨床診断のもと，耳下腺全摘術および頚部郭清術が施行された。
病理学的所見：腫瘍（8.5×4.5×3cm）は黄白色で一部嚢胞を伴っていた。組織学的には拡張した導管が認
められ，内腔には乳頭状に増殖する異型に乏しい導管上皮細胞の乳頭状増殖が観察された。導管壁には，
コレステリン劣隙，炎症細胞浸潤を伴う肉芽組織が形成され，壁は肥厚していた。摘出されたリンパ節は
反応性炎症像であった。
症例 2 ：45歳，女性。
主訴：左顎下部腫瘤
現病歴：初診 2 ヶ月前より右顎下部腫瘤を自覚し精査目的に当院初診となる。
Gaシンチグラフィーで同部位に集積が認められ顎下腺腫瘍の臨床診断のもと，顎下腺摘出術が施行された。
病理学的所見：肉眼的には，摘出検体（4×2.8cm）中に腫瘍は明らかではなかったが，組織学的には拡張
した導管が認められ，この内腔に異型に乏しい導管内皮細胞が乳頭状ないし微小乳頭状，篩状に増殖像が
観察された。
まとめ：唾液腺導管内腫瘍の良悪性は臨床的な検索上困難であり，組織学的検索が良悪性の診断上重要で
あることが示された。
Intraductal papilloma is an extremely rare benign tumor, characterized by the papillary proliferation,
with uniform cells and occurring in the minor salivary glands. We presented 2 cases of intraductal
papilloma, arising from the parotid gland of 34-year-old male and the submandibular gland of 45-year-old
female. Histologically, the 2 cases showed ductal ectacia, with papillary proliferation and micropapillary
pattern by uniform small round cells, and without cellular atypia. In ﬁnal, the intraductal papillary
tumors were conﬁrmed with histological study if they were benign or not, this might be important to
especially clarify the prognosis of the patient with intraductal papilloma.
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免疫複合モデルを用いた腫瘍免疫制御機構の解析
Understanding the system of tumor immunity by using a mouse model of
autoimmune disease
近藤 智之，山田 安希子，新垣 理恵子，工藤 保誠，石丸 直澄
Tomoyuki Kondo, Akiko Yamada, Rieko Arakaki, Yasusei Kudo and
Naozumi Ishimaru
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 口腔分子病態学分野
Department of Oral Molecular Pathology, Institute of Health Biosciences The University of Tokushima
Graduate School

【目的】自己免疫反応は自己の細胞や組織に対する免疫反応であり，腫瘍免疫もまた自己に発生した腫瘍
細胞に対する免疫反応であることから，自己免疫と腫瘍免疫には何らかの共通点あるいは相違点が想定さ
れるが，詳細については不明な点が多い。本研究では，自己免疫疾患モデルマウスであるB6/lprマウスを
用いて腫瘍移植実験を行うことにより，新規の腫瘍免疫制御機構を明らかにすることを目的とする。
【材料及び方法】C57BL/6（B6）マウスとB6/lprマウス（自己免疫疾患モデル）に対し悪性黒色腫細胞細
胞株である（B16F10）及びGM-CSFを強発現するG-B16F10細胞の移植実験を行い，腫瘍の増殖，間質の
変化，各種免疫細胞の動態を病理学的あるいは免疫学的手法を用いて検討した。
【結果】B6/lprマウスに移植したB16F10の腫瘍増殖は対照群に比較して軽度の亢進が見られ，B6/lprマウ
スに移植したG-B16F10の増殖は対照群に比較して有意に亢進していた。G-B16F10を移植されたB6/lprマ
ウスの末梢血中のCD11b陽性細胞は対照群に比較して有意に上昇していたことに加え，腫瘍本体中の
VEGFは有意に増加していた。
【結論】自己免疫反応を背景にした免疫系では腫瘍免疫システムに異常を来すことが明らかとなり，加え
て，自己免疫状態での間質環境が腫瘍の増殖に大きな影響を与える可能性も示唆された。
To understand the novel system of tumor immunity, the mouse model of autoimmune disease, B6/lpr
mice were used. We transplanted melanoma cell line, B16F10 and GM-CSF-overexpressing B16F10,
G-B16F10 into B6 or B6/lpr mice. We found that tumor size of B16F10 cells or G-B16F10 cells in B6/lpr
mice was larger than that in B6 mice. Moreover, increased number of CD11b+ cells and the secretion of
VEGF-A in tumors of B6/lpr mice. These ﬁndings suggest that immune response against tumor in
autoimmune disease may be abnormal and microenvironment of tumor stroma in autoimmune disease
may aﬀect tumor growth.
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軟骨石灰化不全ラット（CCIラット）における頭蓋底成長の形態学的
観察
Morphological Study of Cranial Base Synchondrosis in Cartilage Calciﬁcation
Insuﬃcient rat
永山 元彦，江原 道子，平野 真人，田沼 順一
Motohiko Nagayama, Michiko Ehara, Masato Hirano and Jun-ichi Tanuma
朝日大学歯学部 口腔病理学分野
Department of Oral Pathology, Asahi University School of Dentistry

A skeletal dwarﬁsm rat showing an abnormal endochondral ossiﬁcation in the whole body, such as
shortness of the limbs, tail, resulted in the short body length, named cartilage calciﬁcation insuﬃcient
（CCI）rat. This rat was emerged in a Sprague-Dawley（SD）rat colony maintained at the Institute for
Animal Experimentation, St. Marianna University Graduate School of Medicine. Since this dwarﬁsm
was assumed to be due to genetic mutation based on the frequency（25.8%）, here we focused on their
morphological characteristics of the cranial base synchondrosis cartilage at 4 weeks after the birth and
compared to the normal phenotype SD rat. Micro focusing computed tomography（µCT）and decalciﬁed
paraﬃn embedded tissue sections with several staining were performed. CCI rat showed apparent
lower mineral density（MD）than SD rat in the µCT analysis. Histologically CCI rat showed abnormal
synchondrosis cartilage tissue including wide length of the intra-sphenoidal synchondrosis （IS） and
spheno-ossipital synchondrosis（SO）
. The cartilage growth plate chondrocytes were disorganized and
their matrix also showed abnormal. We concluded that this CCI rat shows cranial base synchodrosis
disorder associated with the arrest of the endochondral ossiﬁcation.
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Connexin, a gap junction molecule, in oral carcinoma in-situ and
squamous cell carcinoma
Ahmed Abdelaziz Essa 1, Manabu Yamazaki 1, Satoshi Maruyama 1 , 2, Tatsuya Abe 1 , 2,
Jun Cheng 1 and Takashi Saku 1 , 2
1
2

Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital

Background and objective： We have proposed that the distinction of several characteristic dyskeratotic
features is a valuable aid for histopathological diagnosis of oral carcinoma in-situ (CIS). To study the
cellular adhesion status in abnormal keratinization, we have examined expression profiles for gap junction
molecules, which is not expected to function in oral epithelia, in oral CIS and squamous cell carcinoma
(SCC).
Methods： Fifty surgical specimens of SCC and CIS of the oral mucosa, which simultaneously contained
areas of normal and epithelial dysplasia were immunohistochemically examined for connexin 43 (Cnx), and
the other diagnostic markers. In addition, Cnx expression profiles were determined in SCC cells in culture.
Results： In normal epithelia, Cnx was not definitely expressed, while it was seen on some cell borders in
dysplastic epithelia. In CIS, Cnx was definitely localized on cell border in the middle zone. In SCC, Cnx
was strongly expressed on the cell border as well as within the cytoplasm of carcinoma cells but not
expressed in keratin pearls and in the periphery of carcinoma cell nests. In addition, Cnx was localized in
fibroblasts in SCC stroma with low microvessel densities and macrophage depletion. In SCC cells in
culture, Cnx started to appear in punctuated fashions in the cytoplasm and then shift to the cell border
when cells in colonies.
Conclusion：The appearance of Cnx in oral epithelia could be utilized as one of the histological hallmarks
of oral malignancies. In addition, Cnx+ fibroblasts could be regarded as cancer-associated fibroblasts in the
SCC stroma.
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Immunohistochemical expression of HSP27 in ameloblastomas
Keisuke Nakano 1 , 2, Katsutoshi Kubo 2, Yoshihiko Sugita 2, Takanaga Ochiai 1,
Hatsuhiko Maeda 2, Hiromasa Hasegawa 1 and Toshiyuki Kawakami 1
1
2

Hard Tissue Pathology Unit, Matsumoto Dental University Graduate School of Oral Medicine
Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

Heat shock proteins (HSPs) were found to be essential in a variety of functions like cell differentiation,
proliferation, survival, etc. Moreover, the expression of HSP27 in human tooth germ suggests its essential
role in tooth development. In this study, we examined expression of HSP27 molecules, in typical solid/
multicystic ameloblastoma to clarify a role of HSP27 by means of immunohistochemistry. A total of 40
cases of ameloblastoma were evaluated histologically and categorized based on WHO classification. The
mean age of the patients is 27.4 years consisting of 24 males and 16 females. HSP27 and phosphorylatedHSP27 (pHSP27) positive staining products were frequently detected in the cytoplasms of the neoplastic
cells. The central part of tumor nest in follicular type showed strong positive reaction to HSP27,
particularly the sites with squamous metaplasia, as well as those with cystic degeneration lining the
parenchyma. On the other hand, the peripheral columnar and/or cuboidal cells were mostly negative. In
plexiform type, tumor cells were strongly positive. HSP27 and pHSP27 expressions were observed in the
same sites, although the intensity of pHSP27 was stronger. Some fibroblasts and vascular endothelial cells
in the stroma were slightly stained showing no difference between the 2 histological types. The results show
that HSP27 was involved in the transformation of tumor cells to squamous metaplasia. The localization
manner of HSP27 was considerably different from follicular type and plexifom type. We considered that
the HSP27 may be involved in the determination of histopathological type.
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Difficulties in diagnosing palatal adenoid cystic carcinoma by brush
cytology: a comparative review of 10 cases with histology.
Yukiko Sato 1, Yuh Koizumi 2, Noriko Yamamoto 1, Wataru Shimbashi 2, Tohru Sasaki 2,
Hirohumi Fukushima 2, Hiroyuki Yonekawa 2, Hiroki Mitani 2, Kazuyoshi Kawabata 2 and
Yuichi Ishikawa 1
1
2

Division of Pathology, Japanese Foundation for Canter Research, Cancer Institute
Cancer Institute Hospital, Division of Head and neck oncology

This retrospective study was carried out to review the cases diagnosed as palatal adenoid cystic carcinoma
and determine the difficulties encountered on typing this tumor on brush cytology. Over a 16-year period
(1995-2011) 10 patients with palatal adenoid cystic carcinoma were examined, in all of them brush
cytology and biopsy were done at the same time. Three of 10 brush cytology tumors were correctly
diagnosed as malignancy, for a sensitivity of 30%. False negative results in 5 cases were seemingly caused by
wrong sampling of brush cytology materials. The other 2 cases showed lack of atypia, leading to a benign
diagnosis. These included a case with a preoperative diagnosis of squamous cell carcinoma, which turned
out to be adenoid cystic carcinoma with high-grade transformation, based on the finding of basal-like cells.
In conclusion, brush cytology is convenient preoperative procedure for the diagnosis of palatal adenoid
cystic carcinoma, but the diagnostic accuracy was low. The certainly exist some problems in differentiating
between adenoid cystic carcinoma with high-grade transformation and squamous cell carcinoma.
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Overexpression of Podoplanin and HuR may predict the development of
oral cancer in patients with oral epithelial dysplasia
Umma Habiba 1, Tetsuya Kitamura 1, Aya Yanagawa-matsuda 1, Kyoko Hida 2,
Fumihiro Higashino 1 and Masanobu Shindoh 1
1
2

Department of Oral Pathology and Biology, Hokkaido University Graduate School of Dental Medicine
Department of Vascular Biology, Hokkaido University Graduate School of Dental Medicine

Oral epithelial dysplasia (OED) is the diagnostic histopathological term used to describe oral preneoplastic
lesion (OPL) and it is predictive of an increased rate of development of squamous cell carcinoma (SCC).
However, the risk of malignant transformation of OPL is difficult to assess. The purpose of this study was
to assess podoplanin and HuR expression in OPL and their role as a marker of oral cancer risk. HuR and
podoplanin expression were analyzed immunohistologically in 31 oral lesions including high grade dysplasia
(HGD) and carcinoma in situ (CIS). Podoplanin expression was scored into 5 categories and HuR
expression was scored into 3 previously established levels. In normal epithelium (NE), podoplanin
expression is negligible and HuR remains within the nucleus. Podoplanin expression was positive in 18
(64%) and high HuR level was seen in 21(75%) of 28 HGD lesion respectively. Eleven of 28 (39%) cases
of HGD turn into malignancy in follow up period. Among them 8 of 11 (73%) cases showed positive
podoplanin and high HuR expression. All CIS (3/3) lesions showed podoplanin positivity and high HuR
expression and turns into SCC. Our results suggest that podoplanin overexpression in OPL is associated
with increased oral cancer risk. Together, podoplanin and HuR expression may be used as biomarkers to
identify OPL patient with substantially high oral cancer risk.
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舌尖部に発生した腺様嚢胞癌の一例
A case of Adenoid Cystic Carcinoma arising in the tip of tongue.
橋本 和彦 1，橋本 貞充 2，Tungalag Ser-Od 1，戸木田 怜子 1，井上 健児 1，
國分 克寿 1，村上 聡 1，矢野 尚 3，松坂 賢一 1，井上 孝 1
Kazuhiko Hashimoto 1, Sadamitsu Hashimoto 2, Ser-od Tungalag 1, Reiko Tokita 1,
Kenji Inoue 1, Katsutoshi Kokubun 1, Satoshi Murakami 1, Hisashi Yano 3,
Kenichi Matsuzaka 1 and Takashi Inoue 1
1

東京歯科大学 臨床検査病理学講座
東京歯科大学 生物学研究室
3
東京女子医科大学東医療センター 歯科口腔外科
1
Clinical Pathophysiology, Tokyo Dental College
2
Department of Biology, Tokyo Dental College
3
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Womenʼs Medical University Medical Center
East
2

緒 言：
腺様嚢胞癌は導管上皮様細胞と筋上皮様細胞からなり，腺管状，篩状，充実性パターンなど多彩な組織型
を示す悪性唾液腺腫瘍である。本腫瘍は口腔内では最も頻度の高い悪性腫瘍で，顎下腺，口蓋に好発する
が，舌での発生は稀である。今回，われわれは舌尖部に発生した腺様嚢胞癌の一例を経験したので報告する。
症 例：
患者；87歳，男性。
現病歴；平成25年 2 月，左側舌尖部の腫瘤を自覚したため近医を受診し，同月本学千葉病院口腔外科を紹
介受診となった。
初診時口腔内所見；左側舌尖部舌下面に7×7mm大の腫瘤を認めた。腫瘤は可動性で硬結は認められな
かった。
経過；平成23年 3 月，CT，MRI，US検査を施行。画像上，良性唾液腺腫瘍が疑われたため同月，局所麻
酔下にて腫瘍切除術を施行した。
病理組織学的所見；好塩基性，小型円形核を持つ腫瘍細胞が充実性に，あるいは篩状構造や管状構造を
伴って増殖していた。また一部に胞体の明るい筋上皮性の細胞が増殖していた。腫瘍細胞は多形性で強い
異型性を示し，核分裂像やapoptosis小体も多く未分化な細胞の増殖も認められた。組織化学染色では，篩
状胞巣内にPAS-Alcian Blue陽性の酸性上皮性ムチンを認めた。また免疫組織化学染色では，腫瘍細胞は
サイトケラチン，ビメンチン，アクチン，S-100タンパクに陽性であり，筋上皮細胞への分化を示していた。
これらの所見からAdenoid cystic carcinomaと診断した。
考 察：
腺様嚢胞癌は全唾液腺腫瘍の約10%に相当し，その約55％が耳下腺と口蓋に発生するといわれている。小
唾液腺では口蓋部や頬粘膜部における報告例が多くみられるが，舌尖部での発生は本邦において過去25年
間で 1 例が報告されているのみであった。
今回，舌尖部に発生した稀な腺様嚢胞癌の一例を，文献的考察を加えて報告する。
A case of Adenoid Cystic Carcinoma（ACC）arising from the tip of tongue of 87-years-old male was
presented. Histologically, this tumor had unclear margin, and showed mainly dilative growth forming
predominantly cribriform pattern, with solid or tubular structures. Tumor cells had basophilic round
nuclear with cell atypia, and mitotic ﬁgures were frequently observed. Histochemically, PAS-Alcian Blue
positive mucin was detected in cribriform alveolar. Immunohistochemically, positive cells for keratin,
vimentin, actin, S-100 protein, were detected. This tumor was rare case of ACC arising from tip of
tongue.
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多形腺腫の間葉組織の由来に関する研究
The origin of mesenchymal tissue in salivary pleomorphic adenoma
松本 由香 1 , 2，佐藤 淳 1，岸野 万伸 1，豊澤 悟 1，宇佐美 悠 3，小川 裕三 1
Yuka Matsumoto 1 , 2, Sunao Satou 1, Mitsunobu Kishino 1, Satoru Toyosawa 1,
Yu Usami 3 and Yuzo Ogawa 1
1

大阪大学大学院歯学研究科 口腔病理学教室
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第二
3
大阪大学歯学部附属病院 検査部
1
Department of Oral Pathology, Osaka University Graduate School of Dentistry
2
Second Divison of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka University Graduate School of Dentistry
3
Clinical Laboratory, Osaka University Dental Hospital
2

【緒言】
多形腺腫の間葉組織の由来を明らかにする目的で，腫瘍の初代培養細胞から得た17種の細胞クローンの表
現型を報告した（第102回日本病理学会総会）
。今回は継代が可能であった 3 種の細胞について間葉細胞へ
の分化を調べた。
【材料と方法】
細胞をペレットにし，軟骨細胞分化培地で24日間培養した。培養後ペレットはホルマリン固定パラフィン
包埋した。切片を作製し，アルシアンブルー染色とaggrecanとtype2 collagenの免疫染色で軟骨細胞への
分化を評価した。さらに細胞のcytokeratinとvimentinの発現を免疫染色で，CTNNB1/PLAG1，Sox9，
aggrecan，type2 collagen，Runx2，alkaline phosphatase，osteocalcin，PPARγ，fatty acid binding
protein4（aP2）
，lipoprotein lipase，E-cadherin，N-cadherin，ﬁbronectin，Snail1，Snail2，Sip1の発現を
RT-PCRで調べた。
【結果と考察】
腫瘍組織はCTNNB1/PLAG1陽性であるのに対し，細胞は陰性であったがcytokeratinが陽性であることか
ら腫瘍細胞と判断された。細胞はすべてSox9，aggrecan，PPAR㷛陽性で 2 種はaP2陽性であることから，
軟骨細胞と脂肪細胞への分化途上にあると思われた。そこで細胞を軟骨細胞分化培地で培養したところ，
2 種でアルシアンブルー染色とaggrecan免疫染色の明らかな増強がみられ，軟骨細胞への分化が示された。
上皮細胞は上皮−間葉転換（EMT）を経て間葉幹細胞様細胞に変化した後，軟骨細胞に分化することが示
されている。そこで細胞のEMTマーカーの発現を調べたところ，すべてがN-cadherin，vimentin，
ﬁbronectin，Snail1，Sip1を発現しており，EMTを生じていると思われた。
【結論】
多形腺腫の腫瘍細胞は軟骨細胞へ分化転換することが示された。さらにこの分化転換にはEMTが関与する
と思われた。
To know the origin of mesenchymal tissue in pleomorphic adenoma, three cell clones were obtained
from the primary culture of a fresh tumor tissue. These cells were epithelial tumor cells as shown by
cytokeratin expression. They expressed Sox9 and aggrecan, and were thought to commit to chondrocyte
lineage. Indeed, chondrogenesis was promoted when they were cultured in a chondrocyte diﬀerentiation
medium. They expressed EMT markers, e. g., N-cadherin, vimentin, ﬁbronectin, Snail1 and Sip1. These
results indicate that tumor cells in pleomorphic adenoma transdiﬀerentiate to mesenchyal cells. This
may be achieved by tumor cell transition to mesenchymal stem cell-like cells through EMT.
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Tight junction molecules in oral carcinoma in-situ and squamous cell
carcinoma
Hamzah Babkair 1, Jun Cheng 1, Satoshi Maruyama 1 , 2, Manabu Yamazaki 1, Tatsuya Abe 1 , 2,
Ahmed Abdelaziz Essa 1 and Takashi Saku 1 , 2
1
2

Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital

Background： We have proposed that the distinction of several characteristic dyskeratotic features is a
valuable aid for histopathological diagnosis of oral carcinoma in-situ (CIS). To study the cellular adhesion
status in abnormal keratinization, we have examined expression profiles for cell adhesion molecules in those
lesions.
Aims：The purpose of this study was to determine claudin-1 and zonular occludin 1 (ZO-1), tight junction
molecules, in oral CIS and squamous cell carcinoma (SCC).
Methods： Seventy surgical specimens of the oral mucosa, which had been removed due to SCC or CIS
and simultaneously contained areas of epithelial dysplasia and normal epithelium in addition to
carcinomatous foci, were immunohistochemically examined for claudin-1, ZO-1, and the other diagnostic
markers. Oral SCC cell systems were also examined for immunofluorescence and PCR.
Results： Claudin-1 and ZO-1 were not expressed in normal and dysplastic epithelia, while they were
definitely demonstrated on the cell border in linear fashions in CIS and SCC, though their staining
intensities were lower in CIS. Their expressions were most enhanced in the interface zone between the
keratinized layer and the prickle cell layer, while they were also recognized in dyskeratotic foci including
keratin pearls.
Conclusion： The appearance of claudin-1 and ZO-1 in oral epithelia could be utilized as one of the
histological hallmarks of oral malignancies.
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口腔に生じた leiomyomatous hamartomaの病理組織学的検討
Oral leiomyomatous hamartomas; histopathological study
嶋 香織，親里 嘉貴，仙波 伊知郎
Kaori Shima, Yoshitaka Oyazato and Ichiro Semba
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座 口腔病理解析学分野
Division of Oral Pathology, Field of Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Kagoshima University

【緒言】口腔に発生するleiomyomatous hamartomaは，極めて稀な病変である。我々が経験した 3 症例の
病理所見を供覧し，文献的考察を加える。
［症例 1 ］ 2 歳，男児。出生時に，上顎正中部歯槽粘膜に直径約 5 mmの有茎性の腫瘤が認められ，その後，
緩徐な増大が見られた。切除標本の病理組織像では，粘膜上皮下に長紡錘形の平滑筋細胞が不規則に錯綜
して増殖し，周囲の結合組織内には多数の末梢神経線維が混在していた。被膜形成は認められなかった。
［症例 2 ］ 0 歳，男児。出生時に，上顎正中部唇側歯槽粘膜に長径約 9 mmの有茎性の腫瘤が認められた。
健常児で，全身疾患は認められなかった。先天性エプーリスの臨床診断の下，生後 5 か月時に腫瘤が切除
された。病理組織像では，腫瘤は長紡錘形の平滑筋細胞の密な増生と，末梢神経線維と数個の上皮島を含
む線維性結合組織からなり，粘膜上皮の被覆が認められた。
［症例 3 ］20歳，女性。口蓋正中部に直径約15mmの広基性腫瘤が認められた。数年前から認めていたとい
う。生検が施行され，病理組織像では，粘膜上皮下に平滑筋細胞の束状増殖と脂肪細胞を混じた線維性結
合組織が認められた。また，腫瘤内には末梢神経線維と小唾液腺が混在していた。これらの所見から小さ
な生検組織であるが，leiomyomatous hamartomaが強く疑われた。
【結果と考察】いずれの症例も，平滑筋細胞に異型は認められず，免疫染色では，平滑筋細胞はα-SMAあ
るいはdesminに陽性，混在する末梢神経線維は S-100タンパクに陽性を示し，腫瘤内に偏りなく分布して
いた。
これまでに文献として報告された約20症例のほとんどは，上顎歯肉・歯槽粘膜や口蓋，舌背の正中部に，
1 〜20mm大の有茎性腫瘤として出生時に認められており，その後発育と共に増大し，生後数か月から 5
歳頃までの乳幼児期に切除される例が多く，再発は認められていない。多くは単発性であるが，多発例の
報告もある。発生機序は不明であるが，真の腫瘍ではなく口腔組織の発生過程で生じた間葉組織の分化・
増殖異常による病変であると考えられる。
Oral leiomyomatous hamartoma is a rare lesion that often occurs at the midline of maxillary gingiva or
around the foramen cecum of the tongue. We report three cases of oral leiomyomatous hamartoma. Two
cases of male infants show a polypoid mass at the anterior maxillary gingiva. One case of 20 years-old
female show a sessile-based mass at the midline of the palate. Histologically, all specimens reveal
proliferation of smooth muscle ﬁbers with ﬁbrous tissue intermingled with peripheral nerve ﬁbers in the
mass. Although the etiology is obscure, it is suggested that disorder of mesencymal tissue diﬀerentiation
and proliferation.
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角化嚢胞性歯原性腫瘍の遺伝子型解析
Genotypic analysis of keratocystic odontogenic tumor
島田 泰如 1 , 2，山口 朗 2，坂本 啓 2
Yasuyuki Shimada 1 , 2, Akira Yamaguchi 2 and Kei Sakamoto 2
1

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
1
Section of Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo
Medical and Dental University
2
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Dental University
2

【緒言】
角化嚢胞性歯原性腫瘍（Keratocystic Odontogenic Tumor，以下KCOT）はゴーリン症候群（Gorlin
Syndrome，以下GS）の患者に高頻度に発生する。GSの多くにヘッジホッグ（HH）の受容体である
PTCH1の変異を認める。KCOTの発生にはPTCH1のLoss of Heterozygosity（LOH）も重要である。いっ
ぽう，PTCH1に変異やLOHのないGSやKCOTも存在し，他のHH関連因子の関与の可能性が示唆される。
また，孤発性KCOTに遺伝子的背景が存在するかどうか不明である。今回我々は，GSおよび非GSのKCOT
症例で，他のHH関連因子の遺伝子解析を行い，臨床・病理像と比較解析した。
【対象・方法】
当院におけるKCOT36症例（GS16例，非GS20例）
。頬粘膜細胞を擦過して採取し，SUFU，PTCH1，
PTCH2の全てのエキソンの塩基配列を調べた。また，摘出されたKCOTのパラフィン包埋組織切片を用
い，10q24（SUFU）
，9q22-q31（PTCH1）および1p34（PTCH2）領域のLOH解析を行った。免疫組織染
色法でHH関連因子の発現を解析した。
【結果】
PTCH1の点突然変異を 9 症例に認めた。その全てがGS症例であった。そのうち 1 例はPTCH2変異も並存
した。SUFUの変異は認めなかった。LOHは症例毎に異なるパターンで認めた。PTCH1とSUFUのLOHは
病態との有意な相関を認めた。体細胞変異とLOHの有無でKCOTを分類したところ，GLI2などの発現と，
蕾状増殖などの組織学的特徴および再発率との間に有意な相関を認めた。体細胞変異を有するKCOTはGS
随伴KCOTとほぼ一致し，もっとも侵襲性の高い形質を示した。 逆に，いずれの遺伝子にも変異やLOHを
有さないKCOTの約半数は，GLI2の核局在などのHHシグナル系の活性化指標に乏しく，蕾状増殖や再発
を示さず，低侵襲性が示唆される形質を呈した。
【結論】
KCOTの発生にはSUFUのLOHがPTCH1と同様に重要である。これらの遺伝子の変異とLOHにより規定さ
れる遺伝子型は，臨床・病理組織学的な形質と相関する。
We examined genes other than PTCH1 in KCOT development. The whole exon sequences and LOH of
PTCH1, PTCH2 and SUFU were examined in 36 KCOT cases. PTCH1 mutations were found in 9
hereditary KCOT patients, but not in sporadic ones. A pathogenic mutation of PTCH2 or SUFU was not
found. Our data indicates a signiﬁcant role of PTCH1 and SUFU, in contrast to a minor role of PTCH2,
in the pathogenesis of KCOT. Based on the presence of gene mutation and LOH, KCOT could be
divided into subgroups that constitute diﬀerent entities with distinct clinicopathological features.
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口腔扁平上皮癌細胞はマクロファージとの接着を介して膜型MMP発現
を亢進する
Upregulation of oral squamous cell carcinoma cell-derived MT1-MMP induced by
macrophage/cancer cell adhesion.
宇佐美 悠 1，松本 由香 2，佐藤 淳 2，岸野 万伸 2，小川 裕三 2，豊澤 悟 2，
福田 康夫 1
Yu Usami 1, Yuka Matsumoto 2, Sunao Sato 2, Mitsunobu Kishino 2, Yuzo Ogawa 2,
Satoru Toyosawa 2 and Yasuo Fukuda 1
1

大阪大学歯学部附属病院 検査部
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1
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2
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【背景】癌は癌細胞のみならず，癌細胞を取り巻く炎症細胞，線維芽細胞等の様々な細胞と共存しており，
癌細胞周囲の環境は癌微小環境と呼ばれ，癌の生物学的特性に影響すると考えられている。我々は以前，
癌微小環境内のマクロファージと口腔扁平上皮癌細胞は互いに接着することを報告した。マクロファージ
は，様々な液性因子を介して，癌の進展に関わると考えられているが，一方で，液性因子を介さない癌細
胞とマクロファージの直接的な接着により，癌細胞が新たな特性を獲得することも少数ながら報告されて
いる。そこで，本研究では，舌扁平上皮癌の進展におけるマクロファージの関与を，特に癌細胞/マクロ
ファージ接着の観点より解析した。
【方法と結果】過形成上皮，異形成上皮，上皮内癌および浸潤癌切除検体における上皮内マクロファージ
を免疫組織化学的に解析したところ，浸潤癌では上皮胞巣内に浸潤するマクロファージが認められるが，
上皮内病変では，ほとんど認められなかった。また，浸潤癌の浸潤先端部におけるマクロファージ浸潤は
リンパ節転移と腫瘍浸潤に相関していた。そこで，癌細胞/マクロファージ接着により，癌の浸潤・転移
に関わるとされるマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）の一つである膜局在型MMP（MT1-MMP）
の発現が変化しているのではないか，という仮説を立て，解析を行った。口腔癌細胞と単球性白血病細胞
株から分化させたマクロファージ様細胞を，液性因子を介した共培養系，および直接接着可能な共培養系
にて培養し，磁気ビーズ法により口腔癌細胞を分離したところ，マクロファージ様細胞との接着により，
口腔癌細胞で，MT1-MMPの発現上昇が確認された。さらにMT1-MMP発現を舌浸潤癌切除検体にて解析
したところ，浸潤先端における扁平上皮癌細胞のMT1-MMP発現上昇は腫瘍浸潤およびリンパ節転移と相
関し，上皮内に浸潤するマクロファージ数と相関することが明らかとなった。以上より，舌扁平上皮癌に
おいて，癌細胞はマクロファージとの接着によりMT1-MMP発現を上昇させ，癌細胞の浸潤を促進してい
る可能性が示唆された。
Many reports have indicated the important roles of macrophages in the tumor microenvironment that
aﬀects tumor progression. Although macrophages have been shown to enhance tumor progression by
diﬀusible molecules, the signiﬁcance of cell-cell adhesion between cancer cell and macrophage is not well
understood. Here we report a signiﬁcance of macrophage/cancer-cell adhesion on tongue squamous cell
carcinoma（SCC）progression, invasion and metastasis. We also revealed the up-regulation of cancer
cell-derived membrane-type 1 matrix metalloproteinase expression induced by macrophage/cancer-cell
adhesion. Our result suggests that the macrophage/cancer-cell adhesion may play an important role in
tongue SCC invasion by modulating the pericellular microenvironment.
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口腔上皮内腫瘍についての検討
Consideration of Oral intraepithelial neoplasia
土肥 昭博 1 , 2，神部 芳則 1，松本 直行 2，篠崎 泰久 1，早坂 純一 1，
土屋 欣之 1，伊藤 弘人 1，野口 忠秀 1，小宮山 一雄 2，草間 幹夫 1
Akihiro Dohi 1 , 2, Yoshinori Jinbu 1, Naoyuki Matsumoto 2, Yasuhisa Shinozaki 1,
Junichi Hayasaka 1, Yoshiyuki Tuchiya 1, Hiroto Itou 1, Tadahide Noguchi 1,
Kazuo Komaiyama 2 and Mikio Kusama 1
1
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1
Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University, Oral and
Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University
2
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2

頭頸部領域の扁平上皮癌は進行した状態で発見されることが少なくなく，各国において，頭頸部癌の早期
発見・早期治療のための努力がなされている。直達直視の可能な口腔領域においても早期病変について検
討されており，口腔粘膜に発生する上皮内癌は子宮頸部や食道とは異なった高分化の組織像を呈すことが
多いことから，従来のCIS（WHO）の診断基準との混同を避け，口腔癌の特性を示すために口腔上皮内腫
瘍（以下，OIN）という用語が設定された。また口腔領域には上皮内腫瘍を疑うが反応性異型病変との鑑
別が困難な境界病変が存在し，診断に苦慮することから，頭頸部癌取扱い規約のlow-grade dysplasiaに相
当する異型の弱い上皮内腫瘍であるが，一部反応性異型病変を含むものを口腔上皮性異形成（OED）とい
う用語として設定された。このような複雑な状況において，診断する病理医の専門領域により異なる診断
がなされる可能性がある。そこで今回我々は，2010年 6 月から2012年 7 月までに自治医科大学付属病院歯
科口腔外科を受診し，生検施行後，病理組織学的診断でOINと診断された11例について，病理組織学的，
臨床的に検討したので報告する。
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歯周嚢胞paradental cystの成立機序に関する臨床病理学的検討
Histopathogenesis of paradental cyst based on its clinicopathological and
immunohistochemical characteristics
朔 敬 1 , 2，阿部 達也 1 , 2，山崎 学 1，程 䚯 1，丸山 智 1 , 2
Takashi Saku 1 , 2, Tatsuya Abe 1 , 2, Manabu Yamazaki 1, Jun Cheng 1 and
Satoshi Maruyama 1 , 2
1

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野
新潟大学医歯学総合病院病理部 歯科病理検査室
1
Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
2
Oral Pathology Section, Department of surgical Pathology, Niigata University Hospital
2

背景と目的：顎骨嚢胞は口腔病理診断で最も多数をしめる疾患対象であるが，その病理組織学的診断は必
ずしも容易ではない。われわれは嚢胞の客観的診断法を確立することをめざし，複数の免疫組織化学を導
入して，現在までに①嚢胞性エナメル上皮腫，②角化嚢胞性歯原性腫瘍，③含歯性嚢胞，④側方歯周嚢胞，
⑤歯根嚢胞，⑥鼻口蓋管嚢胞の鑑別法についてはほぼ確立できた。今回は，歯周嚢胞paradental cyst（PC）
について検討した。
方法：本院外科病理ファイルの嚢胞症例約2000件を再検討して，PCに相当する症例を収集した。臨床病理
学的事項を整理するとともに，ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色のほか，既知の鑑別に有効な免疫組
織化学を実施し，PCに特徴的な所見を抽出し，その病理組織発生機序について考察した。
結果： 6 症例のPCを抽出した。その相対的頻度は全顎骨嚢胞の0.3％をしめた。男女比は1：1で，平均年
齢は38歳。男性は高齢者にも発生したが，女性はすべて20歳代であった。発生部位は 5 例が第三大臼歯に
隣接し，男性 1 例は切歯に関連していた。高齢男性症例では高度な歯周病があり，若年症例では智歯周囲
炎が背景にあり，疼痛等の炎症症状が主訴となっていた。嚢胞はいずれも径10mm程度の小型なもので，
歯頚部近傍から歯根尖までの範囲に歯根膜に隣接しており，そのうち 4 例は抜歯と同時に摘出された。病
理組織学的には，被覆上皮突起の複雑な網状吻合と上皮索間隙の好中球浸潤ならびに血管拡張・うっ血が
特徴的で，上皮層内に硝子体あるいは石灰化物が形成されることがあった。また，被覆上皮と歯周ポケッ
ト・接合上皮の連続性が確認される症例があった。免疫組織化学的には，被覆上皮はケラチン（K）14・
19陽性，Ｋ17微弱陽性で，接合上皮のパタンと類似していた。
考察：臨床的には若年者の智歯周囲炎，高齢者の歯周病との関連が示唆され，特徴的な歯周炎の病理組織
像からも歯周組織の炎症性背景が確認された。被覆上皮の免疫組織化学的性状からは歯肉接合上皮の伸長
封入による嚢胞化機序が説明できた。
The diﬀerential diagnosis of paradental cyst is occasionally diﬃcult when inﬂammatory changes are
predominant in the other type of jaw cysts. To establish an objective diagnostic criteria, we investigated
its clinicopathological characteristics in six cases of paradental cyst collected from the surgical pathology
ﬁles of our hospital. The mean age of the patients was 38 with a male/female ratio of 1：1. Most of them
occurred around the third molar. Histopathologically, the lining epithelia were characterized by irregular
mesh-work like anastomosing of rete ridges, which were immunopositive for keratins 19 and 14,
indicating their junctional epithelial characteristics.
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口蓋部に発生したSolitary ﬁbrous tumorの１例
A case of Solitary ﬁbrous tumor arising from palate
井上 健児 1，松坂 賢一 1，橋本 和彦 1，國分 克寿 1，村上 聡 1，矢野 尚 1 , 3，
戸木田 怜子 1，大金 覚 2，中田 江利加 2，井上 孝 1
Kenji Inoue 1, Kenichi Matsuzaka 1, Kazuhiko Hashimoto 1, Katsutoshi Kokubun 1,
Satoshi Murakami 1, Hisashi Yano 1 , 3, Reiko Tokita 1, Satoru Ogane 2,
Erika Nakata 2 and Takashi Inoue 1
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【緒言】Solitary ﬁbrous tumor（SFT）は線維芽細胞や筋線維芽細胞などが腫瘍化したCD34陽性の紡錘形
細胞腫瘍と考えられ，hemangiopericytoma様の分枝血管を伴っていることを特徴とする。通常，肉眼的に
腫瘍は境界明瞭で薄い線維性の被膜で覆われており，頭頚部領域では鼻腔に好発することが知られている。
今回，我々は口蓋部に発生したSFTの 1 例を経験したので報告する。
【症例】患者は41歳男性。平成25年 3 月頃より口蓋部に違和感を自覚し，近医歯科を受診した。その後，
精査・加療を目的に当院口腔外科へ紹介となった。初診時，病変は両側口蓋部に歯列弓に沿うようにして
丘状に隆起して認められ，特に口蓋の前方部では表面が灰白色に変化した潰瘍の形成を伴っていた。臨床
所見から悪性リンパ腫が疑われ，生検となった。
【病理組織学的所見】生検は口蓋の 2 ヶ所から行われた。口蓋の前方部では壊死巣ならびに潰瘍形成が観
察され，口蓋の右側臼歯部では上皮下に紡錘形の腫瘍細胞が充実性に増殖する病理所見が認められた。病
変は富細胞性であり，均一な紡錘形腫瘍細胞がときに波打つようにみえ，血管内皮あるいは血管周皮様を
呈し微細な血管腔や分枝血管が観察された。免疫染色ではCD34，Vimentin強陽性を示し，Ki67陽性細胞
も多く観察された。また，S-100やNSEは陰性であった。
【考察】大多数のSFTは良性の経過をたどるが，一部では切除後の再発または遠隔転移を示す悪性化SFT
の場合もあることが知られている。本症例は境界不明瞭で充実性に広範に進展し，Ki67陽性を示す細胞が
散見されることから，悪性を考慮し診断・治療が必要であると考えられた。
Solitary ﬁbrous tumor（SFT）constitutes a heterogenous group of rare CD34-positive spindle-cell tumors
that include benign and malignant mesenchymal neoplasms. Especially head and neck area, tumors most
frequently arise unilaterally in the nasal cavity, although extension into paranasal sinuses can occur and
typically are polypoid and ﬁrm. These tumors composed of variably cellular proliferation of bland
spindle-shaped cells lacking any pattern of growth and associated with ropy, associated thin-walled
vascular spaces. Vascular spaces may be focally prominent and often have the branching appearance
seen in hemangiopericytomas. We reported a case of SFT in the palate of an adult man.
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ラット頭頂骨欠損におけるテトラポッド型人工骨を用いた欠損修復の観察
Comparative study of regenerative process at calvarial bone defect in the rat,
using in vivo micro-X-ray CT imaging and histological evaluation
瓜生 豪 1，米原 啓之 1，上原 浩之 1，松本 直行 2，小宮山 一雄 2，本田 和也 3，
新井 嘉則 4，下畑 宣行 5 , 6，鄭 雄一 5 , 6
Takeshi Uryu 1, Yoshiyuki Yonehara 1, Hiroyuki Uehara 1, Naoyuki Matsumoto 2,
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目的：口腔外科領域における骨欠損部に対する処置として，主として自家骨移植が行われているが，ド
ナー部の侵襲の問題や採取量の制限等の弊害がある。自家骨に代わる移植材料として人工骨が用いられて
いるが，再生・誘導に必要となる細胞侵入や血管新生が有効に行われない等の改善点がある。今回我々は
新規骨再生方法であるテトラポッド型人工骨（TB）とコラーゲン製剤の併用移植に着目した。また，骨再
生過程の観察において，CT画像は同一個体の経時的観察が行えるため修復過程検討に有効である。しかし
本研究のように人工骨を用いる際，新生骨と人工骨の判別が困難な場合もあり，実態を反映していない可
能性がある。その為，実際の骨修復過程を反映しているかの検証が必要である。本研究では，骨欠損部に
TBとコラーゲンを移植した際の骨再生過程を，放射線学的および組織学的に比較検討する。
材料及び方法： 9 週齢Wistar系雄性ラット頭頂骨に直径 8 mmの骨欠損を形成し，TB単体，コラーゲン単
体，TBとコラーゲンの両方（以下Hybrid）移植の 3 群の実験群，及び骨欠損のみの対照群を設定した。
骨再生過程の観察はマイクロ-CTを用いて術直後，術後 1 ， 4 ， 8 ，12週に撮影した。その後，頭頂骨を
摘出・固定および脱灰し，HE染色標本と抗TGF-β抗体を用いた免疫染色により骨修復過程を検討した。
成績および考察：TB群は母骨からの骨形成を認め，アビテンは欠損中央に骨形成を認めた。Hybrid群は
TB群とアビテン群の両者の特徴を持つ骨形成を認めた。Hybrid群における骨形成は，TBが形成した間隙
にアビテンが入り込むことにより骨化機転の足場として働き，TB群とアビテン群両者の特徴を持つ骨形成
が生じていたことが考えられた。Hybrid群はTB群，コラーゲン群と比較して骨形成量が多かった。TGFβの陽性反応はTBとアビテンに接した骨芽細胞様細胞や多核巨細胞，およびTB表面に陽性反応部分を認
め，これらの周囲に骨が形成されていた。これらのことから，TGF-βに刺激された骨芽細胞様細胞や多核
巨細胞が骨形成に影響を及ぼしていること考えられた。CT画像は骨質の違いを反映していた。
結論：TBとコラーゲンの併用移植は，骨形成を促進する。
We performed a comparative study of the repair process using micro-CT images and histological
specimens, after grafting tetrapod shaped artiﬁcial bones（TB）and collagen into bone defects. The
hybrid group has bone formation features of both the TB and collagen groups. In the hybrid group, TB
created space and collagen penetrated into the space, allowing the hybrid group to have bone formation
features of both the TB and collagen groups. We found that diﬀerences in densities of CT images reﬂect
the diﬀerence in the quality of the bone formed. The mixed graft including of TB and collagen promotes
bone formation.
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蛋白発現におけるSecretory leukocyte protease inhibitorの関与
Regulation of Protein Expression by Secretory Leukocyte Protease Inhibitor in
Epithelial Cells
岩瀬 孝志，小宮山 一雄
Takashi Iwase and Kazuo Komiyama
日本大学歯学部 病理学講座
Department of Pathology，Nihon University School of Dentistry

【目的】Secretory leukocyte protease inhibitor（SLPI）は扁平上皮細胞などで発現するセリンプロテアー
ゼインヒビターである。演者らは扁平上皮癌由来のCa9-22細胞のSLPI発現を抑制したNUSD-1細胞を作成
した結果，分泌型IgAの構成成分で，粘膜上皮でのみ産生されるpIgRがSLPIのNF-kBの活性化抑制により
扁平上皮細胞では産生されないことを報告した。また，両細胞でIL-6,IL-10などのサイトカイン発現にも相
違が見られた。しかし，サイトカイン発現におけるNF-kB，MAPKなどシグナル伝達機構の関与も不明な
点が多い。
今回，演者らはCa9-22細胞とNUSD-1細胞を用いてgene tipによる遺伝子発現およびLC-MS/MSによる蛋白
発現を検索し，各種サイトカイン発現の相違およびシグナル伝達におけるSLPIの関与を網羅的に検索
した。
【材料および方法】NUSD-1細胞およびCa9-22細胞をTNFで刺激後，RNAを抽出し，cDNAを作成した。得
られたcDNAを用いてmicroarryで発現遺伝子を解析した。また，蛋白を抽出後，LC-MS/MSで発現蛋白の
相違を検索した。また，RT-PCR法やWestern blot法で各種サイトカインなどの発現について検索を行っ
た。
【結果】Ca9-22細胞とNUSD-1細胞の遺伝子発現をmicroarrayで網羅的に解析を行い，IL-1，IL-8，IL6receptorなど，p38，ERKなどMAPKの，ユビキチンに関与するTAB2/3，A20，TAK1などの各種因子
の発現の相違を認めた。さらにLC-MS/MSでは30種類の蛋白の発現増加と34種類の蛋白発現の減少を認め
た。また，各種サイトカインの発現をRT-PCR法で検索した結果，NUSD-1細胞にIL-1，IL-6，IL-8 and
TGFの発現を認めた。
【結論】SLPIはpIgRだけでなく各種サイトカイン発現にも関与しており，その発現機構はNF-kBだけでな
くMAPKを介したシグナル伝達機構の関与が示唆された。
The aim of this study was to investigate the eﬀect of SLPI on pIgR and cytokine regulation. To clarify
the eﬀect of SLPI on pIgR and cytokine expression, we generated a SLPI knocked down cell line
（NUSD-1）from Ca9-22 cell line. In NUSD-1 cells, IL-1, IL-8, ERK and ubiquitin（CYLD, TAK1, A20）
expression was up-regulated by gene tip, RT-PCR and western blot. By LC-MS/MS the 30 up-regulated
proteins were identiﬁed, but 34 proteins were down regulated. SLPI may be important in regulation of
signal pass way.
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酸性電解機能水（Functional Water：FW）の生物学的機能
The biological function of acid-electorlysed functional water
浅野 正岳 1，五條堀 孝廣 2，奥寺 紀智 1，西川 洋一 1，小宮山 一雄 1
Masatake Asano 1, Takahiro Gojoubori 2, Michisato Okudera 1, Youichi Nishikawa 1,
Kazuo Komiyama 1
日本大学歯学部，1 病理学講座，2 保存学第 3 講座
Department of 1 Pathology and 2 Periodontology, Nihon University School of Dentistry

目的：FWは食塩水などを電解することにより得られる水であり（pH2.7，有効塩素濃度10-60 ppm）
，細菌や
ウイルスに対する殺作用に関しては多くの報告がある。一方，FWは臨床的に治療効果を高めることが多く
の臨床医によって経験されてきた。しかし，こうした作用がどのようなメカニズムによるものか現在までの
ところ全く不明である。そこで本研究では，FWの生物学的効果の有無について検索することを目的とした。
材料および方法：ヒト口腔扁平上皮癌由来の 2 種類の細胞（Ca9-22およびHSC3）とヒト歯肉組織より分離
培養した線維芽細胞を用いた。Ca9-22およびHSC3細胞にFWを経時的に作用させ，生存率を測定すること
により細胞障害性について検討した。これにより至適条件を決定し，この条件下で刺激した細胞の培養上
清中の各種サイトカインの発現変化をcytokine arrayによりスクリーニングした。また，cytokineの遺伝子
発現についてはreal-time PCR法を，さらに分泌量の変化についてはELISA法を用いて測定した。歯肉線維
芽細胞に対する効果は，FW刺激後のHSC3細胞の培養上清を直接作用させ各種遺伝子発現をreal-time PCR
により検討した。
結果：FW刺激による細胞の生存率は，刺激時間の延長に伴い減少したが，刺激 3 分間以内ではほとんど
低下は認められずまた，遺伝子の質的変化も認められなかった。この条件を培養細胞の至適刺激時間とし
て設定し，この条件下で刺激した細胞の培養上清中のサイトカインをcytokine arrayにより検索したところ，
IL-1αの分泌が有意に増加していることが明らかとなった。real-time PCRの結果，この現象が遺伝子レベル
でも確認でき，転写レベルで促進されていることが明らかとなった。また，FW刺激後の培養上清を用いて
歯肉線維芽細胞を刺激したところ，創傷治癒促進に関連する遺伝子の発現を助長することが明らかとなった。
考察：FWは上皮細胞におけるIL-1α遺伝子発現と分泌を有意に増強した。またFW刺激後の培養上清中に
は，歯肉線維芽細胞において，創傷治癒促進に関連する遺伝子の発現を増強する可能性が示唆された。
: Acid-electrolyzed functional water（FW）was developed in Japan. Although the bactericidal
eﬀect of FW is known, its biological eﬀect on oral epithelial cells has not been examined. The aim of this
study was to explore the beneﬁcial biological eﬀect of FW.
: Oral squamous cell carcinoma-derived cell lines HSC3 and Ca9-22 were used. Non-speciﬁc cell
damage after FW-treatment was evaluated by cell counting. Cytokine secretion proﬁle after FW
stimulation was examined by cytokine array. Real-time PCR and ELISA were applied to conﬁrm FWinduced expression and secretion of IL-1α. The eﬀect of IL-1αon the underlying human gingival
ﬁbroblasts（HGFs）was examined by real-time PCR.
: Three min FW treatment did not aﬀect the fundamental cellular functions. Under this condition,
FW stimulation up-regulated the secretion of IL-1α. Real-time PCR revealed that FW-mediated upregulation of IL-1α occurred in a transcriptional level. The eﬀect of IL-1α on HGFs was further
examined. HGFs were cultured with recombinant human IL-1α（rhIL-1α）or conditioned medium（CM）
derived from HSC3 cells treated with or without FW（CM+ and CM-）
. HGFs responded to rhIL-1α and
CM+, showing up-regulated expression of peroxisome proliferation activation receptor（PPAR）β/δ
and its target gene, IL-1 receptor antagonist（IL-1ra）. PPARβ/δ-dependnent IL-1ra expression was
demonstrated by its speciﬁc inhibitor GSK0660.
: FW up-regulated the expression and secretion of IL-1α in OSCCs. Thus secreted IL-1α, in
turn, augmented the expression of IL-1ra through PPARβ/δ activation in HGFs.
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協賛，広告掲載などのご協力をいただいた企業
第24回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会開催に際しましては，
下記の企業よりご協力をいただきました。厚くお礼申し上げます。

■共催セミナー協賛企業（敬称略）
日本化薬株式会社
■広告協賛企業（敬称略）
ViewSend ICT株式会社
赤穂化成株式会社
医歯薬出版株式会社
ウェルテック株式会社
オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
極東製薬工業株式会社
昭和薬品化工株式会社
株式会社チヨダサイエンス
株式会社ツムラ
東京技研株式会社
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
武藤化学株式会社
ライカマイクロシステムズ株式会社
■寄附協賛企業（敬称略）
キッセイ薬品工業株式会社
正晃株式会社
蓼科印刷株式会社
砂書房
日本大学歯学部病理学教室同門会

