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緒 言

上顎洞粘膜上皮を発生母地 とす る癌腫 が形

態的に恰 も肉腫の様相を示 す 事 は 非 常 に 稀

である1-4).然 し他の部位に発生す る癌腫に

較べ,洞 上皮に発生する癌腫は肉腫様 を呈す

る傾向がより強い.茲 に報告す る症例は特 に

その甚 しい一例である.

臨 牀 的 記 録

患者:藤 井某　25才　 女性

主訴:右 鼻閉,右 頬部 疹 痛 及び右下顎 後

窩部腫瘤.(家 族歴及び既往歴に特筆すべ き事

はない.)

現病歴:2ヶ 月前,軽 度 の右鼻閉及び冷

気吸入時右鼻背よ り頬 部にかけて疹痛を覚 え,

疹痛は次第に増強 して頸部 ・頭部に も及ぶに

至 り, 12月 初岡山国立病院を訪れ,急 性鼻炎

と診断された.翌 日右眼〓下部に鳩卵大 の発

赤腫脹を来 し,一 般 療 法 約10日 間にて消褪

したが疹痛及び鼻閉は存続 し,翌 年1月 初に

は右下顎後窩部に鶏卵大の硬い無痛性腫瘤 が

あるのに気付 いた.昭 和26年2月2日 本学

耳鼻科を訪れ,同 日入院 した.

全身所見:栄 養稍々不良.血 沈1時 間値

100mm梅 毒血清反応(-)

局所々見:軽 度の右眼球突 出があ り,右

眼〓下部に鳩卵大 の膨隆があつて軽度の圧 痛

を訴ふ.右 下顎後窩に鶏卵大腫瘤 を触れ る.

(境界稍々不明瞭 ・表面平滑 ・硬 固 ・軽度の

圧痛があ り僅かに移動性を証明す る).鼻 鏡所

見によると,右 側下甲介は肥大 し正中側に圧

排されて鼻中隔に接 して居 り,総 鼻道には粘

,液膿性の悪臭 ある鼻汁を,下 鼻道には稍々白

色を帯びた腫瘤塊を認める.(其 の一部を採取

し組織標本作製にあて る).下 鼻道 側 壁 は脆

く,上 顎洞試験穿刺に よ り悪臭 ある帯黄白色

の膿汁を認め る.

診断:右 上顎癌の疑 ひ.

手術所見:2月6日,右 外頸動脉結紮后

デ ンケル氏上顎骨部分的切除術 を行ふ も,腫

瘤の周 囲組織への侵襲甚 しく(周 囲軟部組織,

眼〓内,篩 骨蜂〓内及び頭蓋底),眼 〓内及び

頭蓋 内に伸展せる箇所以外 を可及的広 く除去

す るに止めた.前 記組織標本は紡錘形細胞癌

の像を呈 した.

経過及び後療 法:術 后1週 目より5.5mg

のラヂウム針3本 を 手術 腔に挿入 し計2000

mg時 間照射 した.疹 痛 は一時軽快 したが,

 2週 后 には術前 よりも増強 し,且 手術腔には

早 くも腫瘍 増殖を認め, 3週 后には左鼻腔に

も及び,鎮 痛 のため余儀な く麻薬 を使用す る

に至つた.又 右下顎後窩 の腫瘤 も増大 し来つ

た.術 后1ヶ 月には後頭痛 ・悪心 ・嘔吐 ・嗄

声発現,5週 后には既に絶望的状態 となつた

が局所に ラヂ ウム800mg時 間照射 した. 7週

后には咳嗽 ・喀痰を生 じ, 2ヶ 月后には鼻出

血があ り,且 右硬 口蓋発赤膨隆 し歯牙 も脱落

して上顎洞 と交通す る様になつた.該 部 よ り

ラヂ ウムを300mg時 間照射 した.弛 張 熱 は

39℃ に達 した. 10週 后には尿 失 禁が現れ,

口蓋の壊死に よつて上記交 通孔は更に拡大 し,

全 身衰弱は次第に高度 となつて, 4月21日 壊

死部 よ り多量の出血があ り,心 力衰 へて遂 に

鬼籍に入つた.

病理解剖的記録

肉眼的所見:骨 格尋常,体 型細長型,強

度に羸痩する.右 眼角膜の溷濁は他側に較べ

て強 く,瞳 孔は左右 同大 である.鼻 右 側に
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2cmの,又 右側頸部に2.5cmの 手術 后の瘢

痕 を二条認め る.右 側下顎 角下部に頸部 リン

パ節が鶏卵大に腫大 した ものが1個 ある.体

腔を開いて概観す ると,右 側第4肋 軟骨の畸

型 ・4個 の小副脾形成を認める外,特 記すべ

きものはない.

次に各臓器について観察す ると,両 肺は前

面淡紅色 ・軟,後 面紫紅色 ・稍 々硬であつて

血液就下を認め,諸 所に米粒大乃至大豆大の

強靱 な結節を触れる.尚 右側腎盂 の二腔性を

認め る.他 臓器には特記すべ き所見はない.

次に頭蓋腔を開 くと,頭 蓋底において視交

叉の右前方,前 頭骨及び蝶形骨間縫合線を中

心 とし,眼 〓底及び篩骨蜂〓 を穿通 して腫瘍

塊が頭蓋 内に侵入 し,前 后径約0.5～0.7cm,

左右径約3.0cmの 骨質缺損を生 じ.周 囲の骨

質は菲薄になつてい る.

肉眼標本作製の為頸部に於いて頭部を離断

し,更 に正中面に鋸を加へて左右に分割 した.

切断面に於 いて,上 顎洞 ・上記穿通孔直下部・

蝶形骨蜂〓に,夫 々腔 を充す腫瘍塊を認める.

腫瘍 は手術創腔の全 周に亘つ て浸潤し,且 組

織を破壊す る.即 ち腔 の上面は上記以外に右

側筋骨蜂〓の破壊を起 し,前 面か ら外側面に

かけては骨質 を破壊 して軟 部組織へ浸潤 し,

正中面は鼻中隔を侵襲 し,下 面は口蓋骨の歯

槽突起を穿き,破 壊欠損せ る軟口蓋右半部 と

連なる.尚 総鼻道をみたす大 なる凝血塊を認

め る.

組 織 学 的 所 見

1) 右上顎洞部原発腫瘍:(標 木a)実 質

細胞核は濃紫色長狭 なるものか ら淡明 長楕 円

形に至 る各階程を しめ し,後 者では一般に核

小体は極めて明瞭に紅色に染 り, 1ケ 乃至3

ケ宛核 中に存在 し,長 狭 な核 中の もの程比較

的不明瞭 となる.有 絲核分裂を少数認める.

細長い細胞は不規則な束を形成 し,胞 体が星

芒 形をなす ものは網状の構造を現す.一 部疎

であつて粘液腫様であ り,一 部は壊死に陥 る.

基質結締織の形成は極めて不良で,実 質 との

境界 は不明瞭であ る.腫 瘍 の一部に円形細胞

浸潤が著 しい.(標 本b)一 部に形質細胞浸潤

の著 しい箇所があ り,そ こには固有の粘膜の

腺組織が残つ ているが,そ れ とは別に不規則

且不完全 な細管状の腺模倣を認め る.(標本c)

一見腺模倣を呈す る癌細胞巣を認めるが
,よ

くみ ると元来巣の中央 まで充実性であつたも

のが中央 よ り次第に粘液性変性に陥つたもの

のよ うである.尚 生前製作 した試験切除標本

を再び観察す ると,紡 錘形細胞肉腫乃至線維

腫像を呈す る紡錘 形の細胞が密集乃至不規束

な束をな して認め られ,之 が細網肉腫を思は

せ る様 な突起を もつて網状構造を示す細胞集

団 と移行 してい る.核 は クロマチ ンに富み桿

状乃至類円形である.最 も細胞 の密なる部分

或は表 層の一部には腺模倣を認める.即 ち細

胞は円形に排 列した り不規則 な大小の管腔を

形成 し,時 に単層に時に緻 密に厚い層をなし,

之が中央迄充実 して癌細胞巣の形態を示すも

のもある.腫 瘍 表層の一部には軽度の角化が

認あられる.

2) 右頸 部 リンパ節転移巣:腫 瘍が増殖

して全 く個有の リンパ節組織を失 ふ.組 織像

は原発巣の(a)の 部分 と同様である.

3) 肺臓:(左 上葉)肋 膜に腫瘍 の転移が

ある.こ ゝでは腫瘍細胞は原発巣の様に線維

化をなす ものは少 く,淡 明な宏 い胞体を有し,

核 も大 き くて楕 円形に現れ,核 小体が甚だ明

瞭で,上 皮性が よく認め られ る.胞 隔を浸潤

し血管内にも増殖 し,胞 隔は肥厚 して充血及 ,

び白血球浸潤を認める.(左 下葉)腫 瘍の転移

を認 め,周 囲組 織 は為に無気肺化 し,(右 上

葉)気 管支性肺炎の像が見 られ る.転 移腫瘍

の組織像は上記に類するが,腫 瘍が肺実質を

浸潤するに際 しては,肺 胞腔内をCohnの 孔

を通 して浸潤 し,腫 瘍塊は肺胞壁 と明瞭な空

隙で境せ られ るのが 目立つていて肉腫には認

め られない所見であ る.(右 中葉)細 血管稍々

拡張 し,肺 胞内には上 皮細胞の脱落があ り,

白血球を混 じている.(右 下葉)大 約右上葉に

同 じである.

茲に特記 すべ きことは,転 移巣で増殖 した

腫瘍細胞,殊 に幼若 な細胞(例 へば,左 上葉
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の血管内 ・左下葉 の腫瘍辺縁部)は 多稜形乃

至類円形の境界の明瞭な胞体 を有 し,明 らか

に癌腫像を示す.併 し腫瘍細胞が次第に陳旧

に向ふに従つて紡錘形乃至星芒 形の細胞 と化

し,長 い線 維 状突 起を生 じて網 状 構 造 を現

し,一 部は浮腫性に疎 となつて粘液腫様化す

ることである.

別に ビル シ ヨウ スキ ー鍍 銀法 及び ヴ ァン ・

ギー ソン染 色を行 つ てみ た.

一般に嗜銀線維は粗剛であつて樹枝状に分

岐し,所 謂定型的格子5)を 示 さず又実質 細胞

か ら形成 され た 形跡 も認め られない.又 膠

原線維は大 約嗜 銀 線 維の分布に 一致 してい

た.

以上 の様に原発巣に於け る癌腫像 と肉腫像

の移行,又 転移巣におけ る上 皮性細胞集団の

存在よりして両種の形態 を とり,そ の間に漸

時癌腫像から肉腫像への移行を観察 し うる.

 4) 心筋:全 般的に血管の充盈著 しく,

リンパ球 ・単球 ・多型核球 を満 たし,心 筋内

にも浸潤する.筋 線維は褐色萎縮に陥 り,右

室の血管の一部に新 しい血栓 をみ る.即 ち衰

弱性血栓である. 5)脾 臓:白 髄は萎縮 し,

濾胞中心部に出血が著しい.脾 洞は狭小 とな

り貧血する.網 様細胞は萎縮性で,赤 血球貧

喰が稍々強い. 6)肝 臓:肝 細胞索は著明

な溷濁腫脹に陥 り,其 の間の毛細血管内に多

数の多型核球 ・単球 ・リンパ球及び僅少 の形

質細胞 ・組織球を認める.グ リソン氏鞘部に

円形細胞浸潤がある.星 細胞は一般に腫大す

る. 7)胃:慢 性胃炎を見 る. 8)小 腸:カ

クル性小腸炎がある. 9)腎 臓:絲 毬 体は赤

血球を満た し,其 の蹄係は核数多 く,嚢 内腔

は稍々拡張す るが,滲 出性成分は認めない.

皮質細尿管主部の一部には間質か ら波及 した

と思はれる リンパ球 ・単球 の浸潤があ る.一

般に細尿管は極 く軽度 の蛋 白様変性を認め,

間質に軽度の欝血を観 る. 10)副 腎:(左 副

腎)皮 質は萎縮 し,類 脂体は減少する.髄 質

は殆んど認められぬ.軽 度の欝血があ る.中

心静脉は白血球成分の多い血液を容れる.中

心静脉周囲たは所によ り白血球浸潤を認める.

(右 副腎)少 量の髄質残存 し,多 数の円形細

胞浸潤を観 る. 11)卵 巣:欝 血 の外に著変

がない. 12)子 宮:(体 部)粘 膜には強い出

血 と多型核球 ・リンパ球 ・単球 の浸潤があ り,

粘膜下に も同種細胞の軽度浸潤を認め る,一

般に充血性であつて,粘 膜組織に最 も著 し く

亜急性子宮内膜 炎がある.(膣 部)一 般に血管

の拡張著 しく,内 に凝血を容れ,周 囲組織及

び局所腺組織 は多型核球 ・リンパ球 ・単球 ・

形質細胞の浸潤が多い.尚 全般的に同種細胞

の浸潤が存在し,且 多数の光輝細胞 ・組織球

を観 る.即 ち亜急性子宮頸管炎である.

13) 大脳:肉 眼で腫瘍に よる圧迫萎縮 と

思はれた部分は,主 に リンパ球浸潤が甚だ し

く脳実質は萎縮する.併 し腫瘍細胞の浸潤を

見ない.一 般に血管は拡張す る.ニ ッスル氏

染色で観察す ると,圧 迫萎縮が著 しい部位で

は,神 経細胞及び膠細胞 の減少甚 しく,神 経

細胞は退行変性に陥つて種々の変性像を示す.

この部位を遠去か るに従ひ漸次健康な神経細

胞像 とな る.即 ち腫瘍に よる大脳皮質一小部

分の圧迫萎縮であ る. 14)小 脳:軟 膜に多

型核球 ・リンパ球 を認める.

病 理 解 剖 診 断

(1) 右側上顎 洞 腫 瘍(デ ンヶル氏手術創 の

壊死並びに腫瘍に よる脳底骨 の萎縮 と欠損).

 (2)右 側海馬廻転の腫 瘍 組 織 塊に依 る圧迫萎

縮. (3)同 上腫瘍 の右側頸部所属 リンパ節転

移. (4)両 肺上下葉 の肋膜下転移巣. (5)左 右

両肺の血液就下並びに左上葉 の気管枝性肺炎.

 (6)肝 の溷 濁腫脹. (7)脾 濾胞 内出血. (8)心

筋褐色萎縮及び右心室壁血管 の衰弱性血栓形

成. (9)全 身に散見す る畸型. 1,右 第4肋 軟

骨の分枝様畸型. 2,副 脾4個(大 豆大1個 ・

米粒大3個). 3,右 側の二腔性腎盂. (10)亜急

性 子宮内膜炎及び亜急性子宮頸管炎. (11)亜

液質

考 按 並 び に 綜 括

1919年R. Meyer6)が 癌 肉 腫 を 理 論 的 に

Kollisionetumor・Kombinationstumor・Komposi-
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tionstumorの 三型 に 整然 と分 類 した が,又 批

判 も多 いに蒙 り,従 つ て本症 と癌 肉腫 との関

係 は,説 の異 るに よつ て左 右 さ る べ き で あ

る.

我々の症例は既述の通 り,癌 腫像か ら肉腫

像への略 々完全な移行 を観察す る事が出来た

か ら, R. Megyetの 第 Ⅱ型即ち 「異つた胚葉

性成分が組織発生的に共通の母細胞を有す る

Kombinationstumor型 」に属 する.然 し之を

真の癌 肉腫即 ち肉腫部分が形態学 的のみな ら

ず生物学的に も亦真の肉腫で あるとす ること

は問題であ り, Willis7)は単に上 皮性 腫 瘍 の

Pleomorphismで ある と云 ひ, Borst8)も 同様

に一種 の形態学 的変化で あるとしてい る.又

Ewing9)は 「上皮 性 腫 瘍 において,そ の上皮

性細胞は屡 々紡錘形に変形する」 と云ひ,癌

腫が癌肉腫構造を生ず るメヵ ニズムを 「上皮

性細胞 の,急 速なる成長,加 圧,炎 性滲 出液

に よる紡錘 形細胞への変 形」に置 き, Krom

pechecの 扁平上皮の化 生に関す る研究は,こ

のメヵニズムに対 し重要 な意義を与 うるもの

であるとした.

我々の症例に於いて,肉 腫像を呈する部分

が上皮性細胞組織 よ り由来 した事は,前 記の

観察で明白であ り, Wiliis及 びBorstの 見解

に等 しく,又 上顎洞 内に発生 した事はEwing

の述べ るメカ ニズムに合致す る.

結 語

(1) 本症例は25才 女子の右上顎 洞 に原発

した肉腫様癌で,芝 氏等 の報告に準ずるもの

である.

(2) 原発巣は全般に肉腫像 と化 し,一 部に

腺模倣乃至癌細胞巣の不完全 な形成 と,軽 度

の角化を認め,僅 かに肺臓転位巣に癌腫像を

正確に観察 し得た.

(3) よつてR. MeyerのKombinationstumor

型肉腫に属す るもの と思惟 され る.

擱筆にあたり,御 懇篤な御指導並御校閲を賜つた

恩師浜崎教授に深く感謝致します.
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肺 轉 移 巣

腫瘍辺縁部の細胞藁には扁平乃至賽状の上皮細胞が基質 と

明確に分離 されて認められる。

肺 血 管 内 轉 移 巣 の 上 皮 性 細 胞 集 団


