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唾液腺腫瘍の臨床病理学的考察
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軟骨肉1匝の1例を除いて他の3例が4Q才代以上の蒋に

緒

雷

認められた。

唾液腺1｝員瘍は稀な疾患ではないが，多くの種類があ

発生部f伽こついてほ，15例中12例が耳下腺であつて

つて，多彩な組織像を示し，病理学的にも臨床的にも
多・大の興昧が持たれている。私達は昭和29無1月より

籏倒的に多k，2例が顎下腺，1例が硬1二鷹で，私共
の疲例では・舌下腺腫瘍は見爵，巾，なかつた。硬口藍の混

昭和35年1月までの，6年間に絡験した唾液腺腫瘍15
例について臨床病理学的検討を加え，二，議の知見を

得たので交献的考察を加えで報告する。
症

今腫瘍1ま図6の如くである。
腫瘍の出現から治療迄の病悩期間1お良性腫瘍では

2年から17年に亘りまちまもであつたが，悪憐腫瘍で
も5印より13年の艮ぎに鷲り，両潜の平均掴悩期間は
いずれも8年であつた。

例

私達の症例は表丁の如くであつて，これを病理細織
学的に分類すると，悪性唾癖は4例，良挫腫蕩庶U例
である。良性腫瘍は9例が混合腫瘍で軟骨腫，線維粘

液腫，線維上皮腫等の所見を有し，図1．の如く，膠様
組織の内に腺様瞬造があり，他の部分では図2の如

く，粘液変性を示している。他の2例はそれぞれ乳頭

症状としては金例が腫瘤を滋訴として来院した筑
癒痛を俸って来院した港ほなく，顔面神経麻癖｝よ尋
術後の腺腫，手術後の軟骨肉腫，滋純癌及び肺転移を

伴なった悪性灘創瞳癌の含計4例にみられた。又乳
頭状嚢腺腫は周IIIIとの闇に癒着があり，転移は悪性臆

瘍の2例に頸部リンパ節転移を認めた。この中1例は

状嚢腺腫と腺腫であつた。乳頭状嚢腺唾は手術時には

radical

良性の組織橡を難していたが，術厨半年して再発した。

既に肺転移な生じていたので，手術することなしに癒

その組織像は腺様構造中に乎し頭状突起が認められ，そ
ρ中に粘液を含む大きい多角形の明るい腎臓内副醤腫
様のいはゆる

Clear

cel｝

があり，肪1組織の闘には

neck

dissectionを行なつたが，他の1例は

ちに放射線療法を行なった（図7）。手術方法として
は悪性腫蕩に対しては，罹患側唾液腺の完金捌出を，
良性囑揚に対しては腫瘍全翔］出を行なつた。低し乳頭

膠様組織が満たされている（図3）。悪性腫瘍は混合

状嚢腺睡と腺腫は，それぞれ6ケ月及び3斧後に再発

腫瘍の悪性化したものが2例，他は軟骨肉腫1例と単

した。悪性腫瘍3例は全例共現在のところ再発を見て

純癌1例であつた。悪性混合腫瘍の組織像は，図4の

いない。手術後の合併癌として顔両神経麻痺は乳頭状

如くt，瀟平上皮細胞の一群と，不規則な膠様間質の内

嚢腺腫の1例と良IWK合腫瘍の1例，計2例に発生し

にクロマチソに豊んだ細胞があり・他の部分には図5

ている。唾液腺痩は2例に発生したが，いずれもX線

の如く，粘液変性と硝子様物質がみられる。

照射によつて簡単に治癒している。

私達の猛例を性別に分けてみると場性7例，女性8
例で量全体的には両者間に差異はないが，これを悪性
暉瘍と良：性腫瘍とに分けてみれば，悪性睡癌は4例典

すべて男性であるが、良性腫瘍は8例が女性，3例が

男性で・女性に多くみられたo
、手術時の年令は，良性腿瘍に於いては10才代から60
才代に歪るまで広い年令層にみられたが，悪性嘘瘍は

．

考

按

LarSon等①｝よ98の唾液腺腫瘍を分類して，良性混

合睡瘍56％，腺癌20％，粘液上皮癌7％，悪性混食腫

瘍4％，リンパ球性乳頭状轟腺腫4％，adenolym−
phoma

2

e／o，その他7％としている。又Stout②は唾

液腺腫瘍の463例中338例が良性で，117例が悪性であ1

1960，

9
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信州医誌第9巻第5号・

り，両看を通じて282例（60％）が混合腫瘍であつたと
がこのように畏いことは，瞳瘍の発育が遅いことも関
報告している。AGkerman②等によればC ｝lumbia
係しているであろうが，また最初は良性であつて，途
Universityの統計では，106例の悪性唾液腺旧1蕩

内，28例がmucoepiderrnoid

の

rl・1から悪・1生化することにもよると推測される。

carcinomaで澱も多

Ackerman②は耳下肪1悪性腫瘍の25％が附近のリン

く，24例が、y・！id，。m、，16例カミ1灘混創醐であ

櫛にii購しているとのべ，

つたと云い，前2蒋の報告と瀕度を異にしている。

1例と肝転移の1例とを記載している。私達の龍例で

L・・thr・P④に」；れば悪1・・kリソ・・腺

重は悪性1隔徽腺腫

Sh・ddら⑨tよ肺

購の

は悪性｝】醐4｛列・・1・2佛こ頸部リンパ節・1坂移が兇られ，

瘍】01例巾5例に認められたが，これは輿の睡液腺腫
瘍ではなく，リンパ細網上皮系から発盤したものであ

この中1例は肺転移を有していたo
治療としてSumner⑩は唾液腺｝1醜圧な外科的立場か

ろうと述べている。唾液腺に稀に発生するWarthin

1）encapsulated，2）invasive・3）recurrentらの

氏腫瘍は，papillary

cystadenoma

lymplornatosurn

3つに分けており，1）に対しては耳下腺亜全切除又

とも呼ばれ，男性のみに発生し，悪性化することもあ

1象唾賜の易lj出を行なうことにしているが，2）に紺し

るという④。本邦でもWarthin氏1瞳瘍に【渕する二，
三の報告があるが⑤⑥，私達にはその経験は1［い。

ては外耳滋，咬筋，下甥醇｝上行枝，乳様i突起なもe11
・

blocに切除するいはゆるradical

Winsten⑦は65例の耳下腺混合阻茎を検晋札，男性

neck

dissectionを

すSめ，又3）に対しては，睡瘍ほ火低耳｝凹泉に多中心

46％，刻生54％，右側31例，1，三側34佛こ廻三し，各々
の間に差舛なきを羅めたが，私達の症例でも同様の傾

t！E…にll醗するものであるから，1嫡と共に金エド1轍を
捌出すべきであると述べている。Fra ze11⑪は耳下腺

向が認められた。AnderSOn④は唾液1膿混合1翻勢は20

良性1翻弱を偉瓶によつて衷在性のものと，深在挑のも

才から40才の閥に多いと巽い，Larson等①は良惟唾

のとに分け，衷在姓腫瘍r！IIち，顔而神経の貫通個所よ

液腺腫瘍は30才〜70才の閻に多くみられ，懸性腫携は

り蓑層部にあるものには，1匝全切除叉は表廟郵切除を

50才〜6C）才の間に多く，同じ況合腫癌でも良1・（kのもの

行なつて深部な残して神経掴傷な防いでいるが・深部

は悪性のものよりも，平均1〔〕才着い年代に発生してい

良性腫瘍の場合には腫瘍を翔出するよりも耳下腺全切

ると指適している。また彼は悪性腫瘍では性妙」頻度に

除を行ない，また悪性脈賜の場舎には耳下腺全切除を

差異はないが，良性腫瘍では男挫35％，女性65％で，
女性に多いことを認めているが，私達の良性混合腫瘍

行ない，さらにリソパ節転移が有在すれば・radical
neck dissectionを行なうと云う。Winsten等⑦ば臆

でも女性に多くみられたo
LarSon等①は唾液腺腫蕩の1砧1位別発生願度を調査

液腺唾瘍の手術方法を，1）腫瘍易膿1，2）腫蕩を含め
て耳下腺組織の一部切除，3）耳下腺全切除の3つに

し，耳下腺89％，顎下腺5％舌

1マ腺0％，異所性6

分も，腫瘍の｛ピil各，進行稠勢こ応じて適rnのプ職を用

％であったとのべ，異洲生1翻181側・では5・％が硬
口豊に，29％が舌，6％が頬部に発生したといい，全
腫瘍の28％が悪性であつたとのべ，叉桑原③は耳下腺

いてし・る。これに肌，H・t・hi・…等⑨は耳下樋
瘍庶良性のものでも再発することが多いので・悪憾と
否とにかエわらず耳下腺全切除を行なうべぎであると

に80％，顎下腺に19％，舌下腺に1％と述べている。

主張している。

私達の硬口蓋の關は講理組料蝉的所見で眼性混

我々は1酬個8の如ぎ皮閥切開を加わえ・1醐の全

合腫瘍であつた。

捌出，叉は耳下腺金切除を行なっているが、もし頸部

．

又諸家の報告によれば、顎下腺腫瘍は耳下腺腫瘍に
比し悪性慶が高いという，「即ちColtmlbia

University

の46年間の唾液腺腫瘍は合計463例であつたが，耳下
腺には良性291例，悪性78例，顎下腺には良性31例，
悪性23例，：舌下腺の7例はすべて悪性であったとい
う②。従つて，舌下腺に悪性の頻度が履も高く，次い
で顎下腺，耳下腺の順序と考えられる。
Larson等①は原発性唾液腺唾瘍の幽現から治療迄
の期間は，良性では平均5．5年で，悪性ではSla均4．25

年であって，悪性唖瘍の方がわずかに短いことを指摘

に転移がある場禽には胸鎖乳突筋を切断し，内頸静脈
の稠辺のリンパ節を徹底的に廓溜するradical鵬ck
dissectionを行なうことにしている。手術に際して顔
面神羅の処羅が重要な問題となるが，Martin⑬は顔
面神経を損傷しないように術中に電気曲刺戟法によつ
て神経の走行を追求している。しかしこのような方法
によらなくても，神経を完全に露出すれぽ神経損鰯を
防ぐことが出来る。しかしながら癌浸潤が顔面神経に
及んでいる場合には，神経幹の切断も止むを得ない。

藩し顔面神経の5枝の内，1枝又は2枝を損傷して

しているが，我々の症例では良性，悪性ともに平均病

も，麻癖の発生は軽度であるとされている。

悩期間は約8年であつた。唾液腺悪性腫瘍の病悩期間

顎下腺腫瘍は悪性度が高いので，腫瘍の捌幽又は切

1960，9
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除に止めず，全顎下腺維織を捌出すべきである。

唾液腺腫瘍の放射線治療の価値については不明であ
るが，腺癌はX線に敏感であると報告しているものも

良性唾液腺腫瘍はShedd等⑨の症例では，88例中
20例が再発し，その内10例（50％）は3年以内に再発

ある⑨。

したという。これに対して1〈irklin等⑭は3年以内
に再発したものは6．4％にすぎなかつたと報告してい
る。又Mc

・

Farland⑬は良性腫瘍の乎術から再発に

結

論

私達は過芸｛3年間セこ，・丸田外科教窯に於いて15例の

至る期閲は，平均7，2年であると記載し，Winsten⑦

i唾液腺腫瘍を経験し，柄理組織学的に検1村し，併せて

は良性唾液腺腫瘍の28％が再発したが，腫瘍の易ll出

臨床的事項，とくに本症の手術方法について文献的考

では32％，耳下腺切除を併せ行えば25％iこ再発がみ

察を加わえて私達の見解を述べた。

られ，耳下腺全切除では再発は認められなかつたと
述べ，更にFoote， Jr，等⑯にょれば， New York
Cancer

文

Memorio】Hospitalでは，250例の良性混合

①D・L・Larson

腫瘍の4％のみが再発しているのに，他の病院の報

North

告では20〜30％の高廓であることをみれば，腫瘍な含

：Surg・Clin・

Amer・，38：981−993，1958

②Stout：L・

U．Ackerman

めて正常耳下腺組織をも充分に切除することが再発

献

and腸・R・Schmiclt
and

J・A・del

Regats；Cancer，

646−67ユ，St・Louis・1954より引用

防止の上で電要であると考える。私違の痕例では腺腫

LathroP

1例と乳頭状嚢腺腫の］：例に，再発をみた。復蒋は

：Surg・qin・Nurth

1959

Anderson④にょれば，悪熾化する危険性があるとさ

④W・A・D・Anderson

：Textbook

Pathology，750−759・St・LoLlisl

れているものである。

原及び八嶋：外科，22：5，64

唾液｝蜘霞瘍の…乎術合併症としては，顔面神経麻痺

日外会誌・，36，79，昭10

と，唾液腺撰，並1腫等がある。Larson等①は顔獅神

Ward：Surg・42；1029

③F・D・

Amer・・39：605−619，

一一

1953

69，1960

⑦G．Winsten

一一

科分担執簸・中巻，27レ279・東京・1959
Shedd

が7例であり，又術前からあつたものが5例であつた

1956

とのべている。又Winsten等⑦は耳下腺腫瘍の易ll出

伴な

670−682，1952
ald

計4例であつて，術后にはこの他に良性混合腫瘍の1
例，と乳頭状嚢腺腫の1例に恒久的麻癖が生じた。唾
液腺癒は15例中2例に発生したが，いずれもX線照射

and

S・W．

149：80

and

2

857・

Harrington

：

：Surg・，31：

J．

E・L・Frazel1

R

Mc

Don・一

Surg・Gynec・＆Obst・，

⑬J．Mc

Farland

Gynec，＆Obst。76：93−34，1943
1133，1953

一

L・B・Kiτiluk：Surg・・

⑭正1・Martin

⑭J・W．Klrklin，

92：721−733，1951
Foote・Jr・and

⑨D・P・

Frazell：Cancer，？：637−659，1954

44；483−491，1958

つたものは，悪性腫瘍の3例及び良性腫瘍の1例，禽

によつて簡単に治癒している。

L．

⑫W・B・H．utchins。n

面神経麻痺を見たと歎う。
私愚の症例15例中術前から既に顔面神経麻痺を

⑧E．

E，

⑧桑原：外

S・Fleming：Surg・・40：258−269・

⑩W・C・Surnner：Su「9・

ユ959

後に5％，切除後に16％，耳下腺全切除後に20％の顔

H．

G．

1035・1957

性に発生したものがg例，恒久的に麻痺の残つたもの

and

④松隔：

and

経麻痺は，原発性邸液腺腫瘍91例の手術後，術盾一過

of

⑤駆紫・松

：Surg．

⑯F・W・

：Cancer・6：1065−一

