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年の全国推定で（悪性黒色腫も含めて）約3，000人，そ

1

はじめに

近年の生命科学の革新的な進展は，旧来，煩項な形
態学的記載にとらわれてきた皮膚科学にも大きな影響
を及ぼしつつある。たとえば，悪性黒色腫の免疫学や

腫瘍発生過程論，Langerhans細胞を中心とする細

の訂正罹患率は4．56／10万／年であり，年間死亡者数は

619人（このうち376人は悪性黒色腫による死亡）であ
る。これは胃癌に比べると，患者数で約1／25，死亡数
で約1／80程度である。しかし，悪性黒色腫を含めた皮

膚癌の発生頻度は，近年，世界的に急増傾向にあり，

胞免疫学およびいくつかの遣伝性皮膚疾患などの分野

本邦でもこの10年から15年で3倍以上に増加している。

において，蘭期的な新知見と概念の展開がみられてい

本邦人における皮窟癌の年齢別罹患率をみると，65歳

る。

以上で急増しているので，近年の皮膚癌患者増加の主

本稿では，このように新たな段階へと発展しつつあ

因のひとつは，高齢者人口の増加であると考えられる。

る現代皮膚科学の立場から，上皮性の皮膚悪性腫瘍す

また，後述するオゾソ層破壊による紫外線量の増加も

なわち皮膚癌について，その基本的概念と最近の重要

関与しているものと思われる。

な研究成果を中心セこ概説する。それとともに，皮膚癌

に関する未解決の問題点を明示し，今後の研究課題を
展望してみたいと考える。
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皮膚の悪性腫瘍とその疫学

皮膚に原発する悪性腫瘍の発生頻度には，明らかな
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人種差が認められる。たとえば，悪性黒色腫の発生頻
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皮膚癌は諸臓器の悪性腫瘍の中でも最も発生頻度の高
い腫瘍である。本邦の皮慮悪性腫瘍の患者数は，1980
No．5，1988

図1皮膚原発悪性腫瘍の病型Sti相対澱
（本邦44大学，1971年〜75年）2）
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皿皮醐と発醐繍
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ヒトの蛸癌の発癌過歓｝ま漁々の獺因子縮
有棘細胞癌

B°w罐

主側の要因が複雑に関与している。それらの因子の中

35％
1霧9

で，近輸た蜘見力・え昧てとく継目されている
の・…乳蠣ウイ・レス・紫外線であ・．
Aヒト乳頭腫ウイルス

36％

搬（イボ）のウイ・レスとして以前より矢ロられてい

基底細胞癌

たヒト乳頭腫ウイルスhuman

papilloma

virus（HP

V）が，ヒトにおける発癌因子としてとくに注目され

図・酬大轍膚科（1977年1月一86年

る題ったのは，遺伝子工鞠手法によりHPV

7月）における皮膚癌の病型別内訳

DNA

の型別分類とその同定が可能となってからである。現

在では40型以上のHPV DNAが見出され，これらの
各DNA型が疵贅の型や良性，悪性上皮性皮膚腫瘍の
頻度をみると図1のごとくである2）。上皮性の皮膚癌』 @げ病型と密接に関連していることが明らかにされてい
間葉系腫瘍も含めた本邦人の皮慮悪性腫瘍の病型別

が全体の約75％oと多数を占め，悪性黒色腫は約8％，菌

る3）。たとえば，尋常性瘡贅は主としてHPV

状息肉症を申心とする皮膚の悪性リンパ腫が12％，そ

より，扁平涜贅はHPV

2型に

3型により生じる。各種の据

して間葉系の肉腫が3％程度である。皮膚癌の病型別

贅が多発する疵贅様表皮発育異常症の患者に生じる皮

内訳を信州大学皮膚科の169例についてみると図2の

膚癌にはHPV

ごとくになる。有棘細胞癌（35％）と基底細胞癌（36

％）が主要病型であって，Bowen病（14％）と乳房外
Paget病（11％）がこれに次ぎ，汗腺癌などの皮膚付

5型が高率に検出される。また，外陰

部の皮膚癌やBowen病および子宮頸癌にはHPV

16

型，18型のDNAがintegrateされた状態でかなり
高率に検出される。

属器癌（乳房外Paget病を除く）は4％と少数である

これらのHPVの発癌能について，現在精力的な研

ことがわかる。本邦の他施設からの報告でも，これと

究が進められつつあり，以下の知見が明らかにされて

ほぼ同様な結果が得られている。図3に，これら各種

いる。まず，HPV

16が発癌能を有することが，その

破膚癌を正轍膚の組繍築と関連澱て図示した・初期遺伝子を移入（t・…fecti・n）されたマウスの株
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各種の皮膚癌と皮膚の組織構築との対応関係
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化細胞が

癌化

膚

することにより確認された。この初

を果たしている可能性を示唆しているものと思われる。；

期遺伝子のうち，E6とE7が癌化に必須な遣伝子で

このように，

あって，E6はヌードマウスでの腫瘍結節形成tumo−
rigenicityに，

E7

eX

in

という直接的作用のみでなく，宿主の免疫系への影響

（photoimmunology）も考慮しなければならない。

E7のみでは初代培養の細胞を癌化さ

近年，フPンガスの増量が成層圏のオゾン層を破壊

せることができないという問題点が残されてはいるも
のの，HPVによる発癌機序の解明が遺伝子レベルで

し，そのために地表へのUV照射量が増加している

と報じられている15）。このままでいくと21世紀初頭に

急速に進展してきているといえる。皮虜腫瘍における
HPV

DNAの検出は，

b1Qt

は地表のUV貴は5〜20％増加すると予測されてい

hybridizationや∫7zε撫

る。地表へのUV量が年間1％増加すると，皮膚癌の

hybridizationなどの方法にてなされているが，その

発生率が3％上昇するとされる。近年の世界的な皮膚

陽性率は概して低い。われわれは，中島5）と共同して

従来より高感度のHPV

癌の増加傾向には，このことも関与していると考えら

DNAの検出法を用い，各種

の皮膚腫瘍組織中のHPV

DNAについて，現在検索

れる。最近，フロンガス使用規制に関する国際条約が
締結された背景には，このような状況があるのである。

中である。

B

UVによる皮膚癌の発生（photocarci一

nogenesis）を考える際には，細胞核DNAへの傷害

vitroでのimmortalization

とコロニー形成能に関与していることが明らかにされ
ている4）。E6，

癌

C

紫外線

皮膚癌の発生に関与するその他の因子

皮膚癌の発生に砒素やbenzpyreneなどの化学発

白人の皮慮癌の圧倒的多数が日光露出部に生じるこ

癌物質が関与することもある。また，宿主側の因子と

とからも，紫外線（UV）が皮膚の発癌に重要な役割

して，

を果たしていることがわかる。地表に到達する紫外線
は中波長紫外線（UVB）の一部（波長300nm以上）と
長波長紫外線（UVA）であり，とくV＝

UVBは直接に，

あるいは活性酸素の産生を通して細胞核のDNAを傷

害し，発癌のinitiatorとしても，またpromoterと

DNA修復機構の障害（色素性乾皮症患者など）

や免疫不全状態（腎移植患者やAIDS患者など）が
発癌要因としてあげられる。老化や皮膚のメラニン産

生能（skin

types）も発癌に関係する。慢性炎症など

の局所的刺激が・発癌のpromoter，として作用しう

る可能性もある。皮膚癌の発生にはHPVやUVと

しても作用しうる6）。UVAにはUVBの発癌能を増

ともに・このような各種の因子が複雑に関与している

強させる作用があるとされる。上皮性の皮膚癌の発生

ものと推測される（図4）16）。

にはUVの総曝露貴（total

accumulated

d◎se）が，

xlノ

藻綴難灘謙灘。㎞畑，HPV愈三
するとされる1

7

8

°

これが皮膚癌の発生と進展に大きな役割を果たして
いるらしいことが，最近明らかにされた。すなわち
Kripkeら9）10）は，

UVB照射にて発生するマウスの

皮膚癌が正常マウスでは免疫学的に拒絶されるのに対

一
lrrltζ翼ちlgn三，，

し，UVB照射マウスでは拒絶されないこと，そして
この拒絶反応の抑制がUVB照射にて誘導されてくる
suppressor

T

lymphocyteの作用によることを示し

た。この抑制機序の成立には，UVB照射による衷皮
Langerhans細胞やNK細胞活性の障害が関与して
。

・

Host

、

factors

いる可能性が推測されている11）−13）。ヒトにおいても

UV照射による同様な免疫反応の変化が報告されてい

Skin type， Aging，
lm而unOIOgiCal StatUS，

る14）。これらのことは，個体（自己）と外界（非自己）

Defect

の境界にある皮膚という臓器が免疫器官（skin・asso・

pa塵r

ciated

lymphoid
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tissue＝・SALT）として重要な役割

図4

of

DNA

re−
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ヒト皮膚の発癌に関与する因子
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の成立に先立って，真皮内への侵入がごく浅層に限局

W有棘細胞癌とその前駆症
A

俊

されている段階の搬嬬めうることが多い．たとえ

皮窟有棘細胞癌の前駆症とその進展過程

ば日光角化症やBowen病がその例であり，また熱傷

皮膚の有棘細胞癌（SCC）lcは，しばしば何らかの

搬痕部や慢性放射線皮膚炎部にSCCが生じる場合に

先行病変ないし基礎疾患が認められ，たとえば白人の

も，しばしば角化性病変（搬痕角化症cicatrix

SCCの圧倒的多数は日光角化症に続発する。本邦人

tosisや放射線角化症radiation

のSCCでも，その50〜60％には何らかの先行病変が

行してみられる。病理組織学的に，このような先行病

みられ，その中でもとくに熱傷癒痕（約36％）と慢性

変部の皮膚表層にはatypical

放射線皮膚炎（約i5％）が目立つ2）。われわれが文献

kera−

keratosisなど）が先
keratillocyteが見出

されるが，真皮内へのはっきりした侵入，増殖像は通

的に検索したところ，表1−1のごとき多種多様な皮

常認められない。したがって，このような病変はSCC

膚病変が．SCCの発生母地となりうることが示された。

in

また，表1−Hに示した疾患の患者には皮膚癌などの

1−1に列記した各種の発生母地からSCCが生じて

悪性腫瘍が比較的高頻度に生じる。

くる場合も17），多くはこのようなSCC

皮膚におけるSCCの発生とその進展過程を臨床

1

sitzaの段

SCCにおけるこれらの発生傅地や先行病変とSCC

in

situおよびSCCの相互関係は，図5のように考える
と理解しやすい。すなわち，横軸に細胞学的ないし組

皮虜有棘細胞癌の発生母地となりうる疾患

局所性

織学的な異型性の程度を，縦軸に真皮内方向への腫瘍

熱傷癒痕，慢性放射線皮膚炎，慢性膿皮症，
慢性痩孔（骨髄炎など），尋常性狼瘡，

の深達度をとると，これらの発生母地やSCC伽∫翻
とSCCの位置関係を図5のごとくに定めることがで

慢性円板状紅斑性狼瘡，粉瘤，集籏性座瘡，

きる。

下腿潰瘍・先天性褒皮水庖症，

ところで，SCC

脂肪性類壊死症・持続性隆起性紅斑・
汗孔角化症・硬化萎縮性苔概扁平苔癬・
E「ythema

in

階を経た後に，浸潤癌へと進展するものと考えられる。

的，病理組織学的に詳しく検討してみると，浸潤癌
表1

situの段階にあるものと見倣すことができる。表

ab

igne・

PUVA療法etc

1議轍蹴贅騰樵甑
慢性砒素rl・1毒，
同種腎移植患者

in

situは皮膚のどの深さにまで侵

入したら（invasive）SCCになったといえるのであろ
うか。これは，eq 5で横軸の位置を皮慮のどの深さに
定めt。6よ、、かと、、う。とである．・

A、ypi，al

kera、

・・…y・・醸磁膜を破・て蜘一侵入・た・

Werner症候群，

きにSCC

etc

in

sitztはSCCになる

という考え方は

正しいとはいえない。何故ならば・典型的なSCC

in

sitttであるBowen病においても，しばしば基底膜の

ti

日光角化症

慢性放射線麟炎一⊥＿捌線角化症

犠痕饅性炎症｝十謙野
（B°wen°id）一一一B°wen病
一一一隔一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

¥一一一一一一一一一一一一一一・deηOVO−一一

一一

ゆ（異型性）

（触㎞㎞謝
i
↓
@留舗。一有棘・・胞癌
hype

p］as

a

一

i
†
（深達度）

図5

皮膚有棘細胞癌（SCC＞とSCC

fπsituおよび

その前駆病変などの位置関係を示す模式図
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は玉evel
Level

llでも死亡例がみられる。このことは悪性黒

色腫とSCCの生物学的悪性度の差異を反映している

II（n＝4）

傷99＄＝呉一 ﾑ癖圃

鰻慧調1號蹴磯！総2器
10w

go

s

tumor

thickness（悪｛生黒色腫原発巣の厚さ

をマイクロメータ〜にて計測してmmにて表わすも

・・

△△

tev。論、＿。。，

の）21）の考え方をSCCに当てはめて検討してみるこ

とも今後必要と思われる。
B

70

皮膚有棘細胞癌のStagingと予後

1986年に改訂された皮慮癌に関するUICCのTNM
分類とstagingを表2に示した。この新分類に従っ

60

ロ

ロ

ロ

た本邦人SCCの5年生存率は，

ロ

Level

V（n＝5）

が95．9％，皿が42．8％で，

stage

stage

Iが100％，

H

IVは0％である22）。

しかし，このU工CCのTNM分類には，問題がある。

50

すなわち，そのTの判定に腫瘍の最大径を用いている
が，既述したごとく，皮膚のSCCにおいても病巣の

40

広がり（最大径）よりも，真皮内への侵入の深さが予
後を決定している可能性が高いからである。

［

：rw
1

図6

2

iwaf：：f
3

4

館・CCの予衡・関連して…ひ・つ注意すべ

5（鋤

き点は，腫瘍細胞の分化の程度である。これについて
Clarkの1eve1分類別にみた皮麿有棘細胞癌
は以前よりBroder分類が知られており，今回のUI・
の生舳線（信州大症例）
CC分類でもhi、t。P。th。1。gical g・adi。g（G，〜G、）
が付記されている。また今後，分化度の判定に役立つ

破壊が認められうるし，また逆に，真皮内へ深く侵大

マーカーなども見出される可能性ガミあるかもしれない。

したSCCの胞巣周囲にも基底膜を明瞭に認めうるこ
Clark s levelやtumor thicknessをそろえた上で，
とがあるからである。基底膜領域の少なくともbasal
SCCの分化度が予後にどのように影響するかという
laminaまでは上皮細胞に由来するものであることが

点は未だ不詳であるので今後の検討が望まれる。

明らかにされている現在，そもそも（上皮性の）癌細

胞が基底膜を

なお，SCCの再発，転移を知るマーカー一・として，血

破壊t「して，真皮内へ侵入するという

概念自体に矛盾があるといえよう。それではSCC

in

中SCC関連抗原値が有用であることが最近明らかに
された23）。

sitteとSCCの境界をどこに引いたらよいのだろうか。

われわれが，悪性黒色腫に関するClarkらのlevel

C

分類18）を援用して，信州大学皮慮科におけるSCC症
例の各1eve1別の生存曲線をみてみたところ，図6の
層に達する深さ）までのSCCには死亡例がみられな

carcinomaとは，高分化なSCCの特

ても，ほとんど転移しないのが特徴である。角化性の
どに好発し，従来表3に示すごとき種々の病名が用い

さになると死亡例のみられることがわかる。したがっ
すなわち真皮網状層内への侵入の有無によりSCC

Carcinomaについて

Verrucous

結節ないし局面として，外陰部，下腿，口腔，足底な

N以上の深

て，皮膚のSCCに関しては1evel皿とIVの境界，

Verrucous

異な1型であって，真皮内へ深く侵入することはあっ

ごとくになった19）。この図から，1eve1皿（真皮網状
いが，真皮網状層内への侵入を示すlevel

SCCをはじめとする各種の皮膚癌の具体

的な治療方針については別の拙著を参照されたい24）。

られてきたが，最近はVerrucouS

CarCinOmaと総

称されることが多い25）。病理組織学的には，角化傾向
i71

の強い充実性胞巣の圧排性増殖よりなり，腫瘍細胞の

situとSCCとを分けるのが妥当であると考えられる。

異型性は胞巣辺縁部では認められるが，胞巣内側部の

このような病変をSCC

in

sitttと呼称することに抵抗

があるのならば，これを皮膚SCCの

早期癌ttとい

う概念でとらえてもよいであろう。（因に悪性黒色腫で
No．5，1988

腫瘍細胞はN／C比が低く・異型性も乏しい。

本腫瘍がほとんど転移しない理由として，1）きわ
めて高分化なSCCであるため，あるいは2）発癌過
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表2

田

俊

明

皮膚癌に関するUICC分類（1986）

T：Primary tumor
TX：Primary tumor cannot be assessed
TO： No evidence of primary
Tis：Carcinoma in situ
T1：Tumor

2

cln

or

less

than

2

T2：Tumor

more

T4：

invades

tumor

i111argest

skeletal

Stage

deep

muscle

but

dimension

more than 5 cm in greatest
dimension
T3：Tumor more than 5 cm in greatest dimensiQn
Tumor

cm

not

extradermal

or

structures

i．

e．

cartilage，

bone

grouping

Stage

O：Tis

NO

MO

Stage I：TI NO MO
Stage∬：T2 NO MO
T3 NO MO
Stage皿：T4 NO MO

AnyTNI
Stage

IV：Any

T

Any

表3
Giant

condylomata

Papi110matosis

Verrucous

N

M1

Verrucous

flerid

carcinomaの別称

acuminata（Buschke

cutis

and

Lowenstein，1925＞

carcinoides（Gottron，1932）

carcinoma（Ackerman

Epithelioma
Oral

MO

LV，1948）

cuniculatum（Aird，1954）
papillomatosis（Rock

and

Fisher，1960）

程論上の最終段階であるconversionが完了していな

ることを示唆しているものと思われる。この反応する

い腫瘍であるため，などの説明が可能と思われる。本

リンパ球のクローソを分離し，対応する腫瘍抗原がど

腫瘍に放射線療法を実施すると通常のSCCへと進展

のような性状のものであるかを検討することは，今後

して，転移を来たす危険性が出てくるとされているの

の興味深い研究課題であろう。

は，放射線がこのconversionをおこすためである

Bowen病も長期間放置されると真皮内への侵入，

のかもしれない。また，本腫瘍の発生には，厩述した

HPVの関与も考えられる。このように，本腫瘍はヒ

増殖を来たすことがあり，転移の危険性も出てくる。

この真皮内侵入巣の構成細胞も上述したと同様の細胞

トにおける発癌過程論の検討という観点からも，きわ
めて興味深い腫瘍である。

1）

Bowen病とBowen癌

Bowen病は代表的な皮膚のSCC

Bowen病の腫瘍細胞はおそらく被覆表皮に由来す
in

situであって

る分化程度の低い細胞と考えられるが，われわれは最

臨床的には鱗屑・痂皮を伴う局面状皮疹としてみられ
る。組織学的には，多核や巨大核を有する異型性の顕
著な腫瘍細胞が表皮のほぼ全層に亘って密に増殖する。

病巣部の真皮上層には稠密なリンパ球浸潤がみられ，
腫瘍の部分的な消裾現象もまれならずみられる。この

ことは，宿主が腫蕩細胞に免疫学的に強く反応してい
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学的特徴を保持しているので，このようなSCCを
Bowen癌と呼ぶ。

近，Bowen病から進展したBowen癌の真皮内侵入
巣の一部が形態学的にも細胞マーカー上からも汗腺分

化を示したと考えられる症例を経験した26）。また，毛

嚢分化や皮脂腺分化を呈したとされるBowen癌の報
告も少数だがみられる27）28）。これらの事実は，皮虜腫

瘍が，その発生と進展の過程で，多様な分化を星しう

信州医誌

VoL

36

皮

膚

ることを示しているものと考えられて興昧深い。

v基底細nmaと翻の生物鞠馳度
基底細胞癌basal
細胞上皮腫basal

cell
cell

癌
いい，全皮膚癌の4％を占める程度の比較的まれな腫

瘍である。しかし，今後，疾患概念や診断基準が明確

イヒL，ま蜘胞一，

carcinoma（BCC）1ま基底

報告例の増加することが考えられる。

epitheliomaとも呼ばれ，多

彩な臨床的，病理組織学的所見を呈する腫瘍だが，基

本的には毛嚢脂腺系piユosebaceous

complexへの分

H。一などによ徽索力・進歩すれば，

皮膚付属器腫瘍を論じるに際しては，腫瘍（細胞）
の起源とその分化の方向という問題を考察じてお『く必

要がある。たとえば，

i汗腺ma「tとは汗腺組織に起源

化傾向を示す，分化度の低い腫瘍であると考えられる。

を有する癌ということなのだろうか？皮膚腫瘍におい

主として高齢者の顔面，頭部に好発し，表面平滑な灰

てまれならずみられる多彩な病理組織学的所見を多数

黒色の結節ないし潰瘍性病変としてみられる。

BCCは生物学的悪性度という点できわめて興味深

経験してみると，腫瘍細胞がその発生と進展の過程で

多様な分化形質を発現しうるということを認めざるを

い腫瘍である。本腫瘍は原発局所では正常組織を破壊

えないように思われる34）。したがって，汗腺癌とは汗

しつつ，無制限に拡大，増殖するが，転移することは

腺への分化傾向を呈する悪性腫瘍であって，その発生

ほとんどない（転移の発生率は全BCCの0．03〜0，1

母地（母細胞）ないし起源を間わないということになる

％程度とされる）29）。このような腫瘍を癌（悪性腫瘍）

だろう。このような考え方はPinkusがBccの発

と呼んでよいのであろうか。腫瘍が良性か悪性かとい

生論に関連して提唱した

うことは，その生物学的態度に関する概念である30）。

equipotentiality

しかし現時点では，われわれは腫瘍の生物学的態度そ

なる概念にも通じるものである35）。皮膚腫瘍は，ヒト

of

the

Pluripotentiality
epidermal

matrix

and
cells

のものを直接判定することはできない。そこで，臨床

の細胞における分化形質発現の調節機構を検討する上

的，病理組織学的な形態学的所見によって，それを判

からも，興味深い研究対象になりうるものと思われる。

定しているわけである。現在，われわれが皮膚腫瘍の
良性・悪性の判定に用いている形態学的な診断基準30）

一32）にょってBCCを診断すると，その広がりや組織
構築の不規則性などにより悪性腫瘍（癌）と判定され

A

汗腺癌

汗腺系腫瘍の分類を考える上で，森岡・三島36）によ

り提唱された二次元座標軸分類法は大変に興味深い。
この分類法の原理は，腫瘍の起源ないし分化の方向と，

る。この判定結果は・本腫瘍が正常組織を破壊しつつ

悪性度ないし分化の程度とをご次元座標軸的に組み合

無制限に増殖し・放置されると宿主に重大な危害を及

わせ，この座標軸上に各腫瘍を位置づけようとするも

ぼしうるという事実に合致するものといえよう。

のである。エックリン汗腺系腫瘍に関する彼らの分類

しかしBCCは，通常の悪性腫瘍とは異なる次のよ
うな興味深い特微を有する腫瘍でもある。すなわち，
1）本腫瘍は上皮性の腫瘍であるのに・腫瘍巣内に神

表を表4に示した。この分類法によれば，エックリソ
汗腺癌はエックリン汗腺の表皮内汗管部に相当する
eccrine

porocarcinoma，真皮内汗管部に相当する

経外胚葉系由来の細胞であるメラノサイトの共棲がみ

eccrine

ductcarcinomaおよび分泌腺部に相当する

られること・2）腫瘍巣周囲の問質が・正常の毛器官

eccrine

spirocarcinomaの3型に分類されることに

周囲の間質でみられると同様の所見を呈しうること，

などである。したがって，BCCの腫瘍細胞は他系統の
細胞や組織とある程度協調的な関係を保持しつつ増殖

なる。同様な考え方から三島37）は，アポクリン汗腺系

の癌としてapocrine

porocarcinomaとapocrine

spirocarcinomaの存在を想定している。しかし，実

しているものと推測される。このような特微は本腫瘍

際に経験される汗腺癌の症例は，定型的な良性の汗器

がほとんど転移しないこととあわせて・腫瘍の悪性度

官腫瘍32）に類似する細胞学的，組織学的特徴を呈す

という問題を考察する上で，きわめて興味深い。なお，

るか，あるいは独特な病理組織所見を呈する確立され

最近提唱されたmicrocystic

たentityとしてみられるか，いずれかであることが

adnexal

carcinomaな

る疾患もBCCと同様の生物学的態度を示す腫瘍であ

多い38）。したがって，たとえば表5に示したLever

ると考えられる33）。

の分類法のごとき病名を用いる方が便利であると思わ

…欄癌
皮膚付属器癌とは，汗腺や毛嚢，皮脂腺などの癌を
No．5，1988

雛潔鷺難繁誓鞭糠灘
4のごとき分類のどの位置に相当する腫瘍であるかを
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俊

明

エックリン汗腺系腫瘍に関する森岡・三島の二次元座標軸分類36）

「
Intraepidermal
dUct
Intradermal

田

…−

Eccrine

duct

Eccrine
poroepithelioma

poroma

po「ocarclnoma

Eccrine

Eccrine
ductoepithe王ioma
1．

solid

3。

Eccrine
SpiroaClenoma

Eccrine
ductocarcinoma

type

adenomatous
clear

Carcinoエna

Eccrine

ductoadenoma

2・

Gland

J

1・…h・1・・m・

cell

type

type

Eccrine
spiroepithelioma

Eccrine

splrocarclnoma
ロ

リ

表5汗腺癌の分類
L

Eccrine系
Malignant eccrine poroma（Eccrine porocarcinoma）
Malignant eccrine spiradenoma
Malignant clear cell hidradenoma
Malignant chondroid syringoma（Malignant mixed tumor of the skin）
Carcinoma
Classic

of

Mucillous
Adenoid

eccrine

sweat

gland：

type

carcinoma（Mendoza
cystic

and

Helwig，1971）

carcinoma（Boggio，1975）

E．Apocrine系
Malignant

hidradenoma papilliferum
Malignant cylindroma
Extramammary Paget s disease
Carcinoma
Fairly

of

apocrine

sweat

well・differentiated

gland：
adenocarcinoma

Moderately difEerentiated adenocarcinoma
differentiated adenocarcinoma

Poorly

（Lever，

W

F．

et

al．25）より作成）

検討するとよい。その際には・電顕所見や酵素組織化

的には乳房Paget病の場合と同様に，表皮とその付

学的所見とともに，最近では各腫の細胞マーカーや単

属器上皮内に粘液多糖類を含有するPaget細胞の増

クローン抗体を用いた免疫組織学的検索が役立つ39）。

なお，最近Satoらが成人の腋窩に見出した新たな

汗腺であるapoeccrine

sweat

glandの腫瘍である

殖がみられる。ただし，乳房外Paget病では下床に

腺癌を伴うことはごくまれである。

乳房外Paget病の大部分はアポクリン汗腺の腫瘍

ものが既存の汗腺系腫瘍への中に存在している可能性

であると考えられている。この点に関し，乳房Paget

もあり，今後の検討が待たれる。

病が生じる乳腺がmodified

B乳房外P・g・t病

apocrine

glandである

織は餅漁・．．乳酬P・g・t病の起源については，

乳房外Paget病は外陰部や肛門周囲，腋窩などに

1）真皮内に微小なアポクリン汗腺癌が存在し，その

紅斑性皮疹としてみられる腫瘍であって，病理組織学

腫瘍細胞が経汗管性に表皮内へ拡大してくる可能性や，
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Vd1．36

皮
2）表皮内のpluripotential

膚

cellに由来し，それが

癌

表皮突起状の胞巣により構成され，各胞巣の辺縁部に

癌化に際してアポクリン腺細胞への分化を呈したもの

はBowen病でみられると同様の巨核や多核の細胞を

である可能性，などが考えられる。

伴う異型性の強い腫瘍細胞が存在し，胞巣内側部には

本腫瘍は，時に蓑在拡大型の悪性黒色腫やBowen

グリコーゲンを含有する明澄な胞体の細胞が見出され

病との組織学的鑑別が問題になりうる。しかし，乳房

るのが特徴である45）。本腫瘍は毛嚢の比較的深部への

外Paget病細胞は通常，

分化傾向を示す悪性腫瘍であると考えられている。こ

PAS染色やalcian

blue染

色が陽性であり，CEAとレクチンの1つであるDBA

のMalignant

trichilemm。maは高齢者に好発し，

40）が陽性であることにより鑑別される。なお，乳房

本邦報告例53例中・65歳以上のものが43例（81％）を

Paget病細胞はDBAがほとんど陰性であるとされる。

占める。われわれの検索では・13例（25％）に転移が

われわれは最近，胸壁下部に生じた稀有なるPaget
病症例を経験した。その腫瘍細胞がDBA強陽性であ

みられ，うち3例は死亡している。本腫瘍は，主とし
て外方増殖性（exophytic）の腫瘍としてみられるが・

ったことより，この症例を副乳に由来する乳房Paget
病ではなく，異所性に生じた

ectopic

このことは高齢者の胃癌が外方増殖性の腫瘍としてみ

な乳房外Pa・

get病であると診断した41）。

られることが多いという事実と対応しているようで・
興味深い46）。

乳房外Paget病も表皮内から真皮内へ侵入すると
転移を生じる危険性が出てくる。Clark
tumor

s

1）

脂腺癌

leve1や

thicknessの概念を応用して，本腫瘍におけ

脂腺の癌としては眼瞼のマイボーム腺癌がよく知ら
れている。脂腺癌は眼瞼以外の皮膚にも生じうる。

る真皮内への侵入の程度と予後との相関を明らかにす
ることが，今後の課題であると思われる。なお，血中

皮脂腺への分化を示したBowen癌については既述し
た28）。

のCEA働本鵬の醗灘のマーカーとして役

vaおわり1、

立つ42）。

C

毛器官の癌
従来，

以上，悪性上皮性皮膚腫瘍に関する基本的概念と近

毛ttの癌に関する記載はほとんどみられな

年の研究成果および今後の検討課題などにつぎ，筆者

かった。しかし近年，毛器官（への分化を示す）癌と

の私見も折り込みながら，その要点を解説した。

して2，3の病型が提唱され，注目を集めている。こ
の巾で，malignant

pilomatrixomaは石灰化上皮腫

皮膚腫瘍は経過を追ってのきめ細かな観察が可能な
うえtZこ，生検などの検索も容易である。それゆえに，

に類似する組織所見を呈する悪性腫瘍であって，毛母

ヒ1・における発癌過程を珈伽oで具体的に検討する

への分化傾向を示すものと考えられている43）。Mali・

上で，皮慮癌や悪性黒色腫は恰好の研究対象となりう

gnant

るものと思われる。本稿でも触れたごとく，近年のこ

proliferating

trichi1emmal

cystは毛嚢峡

部（脂腺開口部から起毛筋付着部までの間の毛嚢部分）

の方面における研究の進展は誠にめざましいものがあ

への分化を示すと考えられるもので，ケラトビアリ
ン顯粒の形成を伴わない特有な角化

り，新たな段階への飛躍がうかがわれる。他科領域や

（trichilemmal

基礎医学の研究者と協力しつつ・この方面の研究を精

keratinization）を示す。われわれは，多発性のtri一
chileinmal

力的に押し進めることは・われわれ皮膚科医の重要な

cystがみられた患者に生じ，所属リンパ

節転移を来たした稀有なる本腫瘍症例を経験してい

任務であると思われる。今，皮膚腫瘍学は新たな展開

への入口にあるといえるのである。

る44）。

悪性外毛根革腫皿・1ig・・nt

t・i・hi1・mm・m・は，

近年とくに注目を集めている毛器官癌であって，tri・
chilemmal

carcinomaやfollicular

Bowen

s

dise一

aseなどの別称がある。

本論文の一部は，その要旨を第50回日本皮膚科学会

東日本学術大会の教育講演として発表した。資料収集
などにつき御協力いただいた信州大学医学部皮膚科学

教室の諸先生に謝意を表します。

本腫瘍は，病理組織学的には太く幌棒状に肥大する
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