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緒　　　　　言

　腺性歯原性囊胞 （glandular odontogenic cyst；以下 GOC） 

は， 1988 年に Gardner ら 1 ）により提唱され， 1992 年の WHO

分類において初めて歯原性発育性囊胞の 1 つとして分類さ

れたまれな歯原性囊胞であり 2 ）， 下顎に好発し， 上顎での

発生頻度は低い 1 ）．本疾患は局所侵襲性を示し， 再発傾向

の高い囊胞であるため， 適切な治療法の選択と術後長期間

の経過観察が必要とされる 1 ）．今回われわれは， 上顎小臼

歯部に生じた GOC の 1 例を経験したので， その概要を文

献的考察とともに報告する．

症　　　　　例
　患　者：36 歳， 男性．

　初　診：2015 年 5 月．

　主　訴：│＿3＿4  部歯肉の腫脹．

　家族歴：特記事項なし．

　既往歴：特記事項なし．

　現病歴：2015 年 5 月上旬に│＿3＿4  部歯肉の腫脹を自覚し
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Abstract: Glandular odontogenic cysts are odontogenic developmental cysts that commonly arise in the 
mandible.  Their frequency of onset in the maxilla is low.  We report a glandular odontogenic cyst arising in the 
maxillary premolar region.  The patient was a 36-year-old man who was examined at our department because 
of swelling of the gum as the main complaint.  At the first examination, swelling with pulsation was observed in 
the maxillary canine and first premolar gum regions.  However, the maxillary canine and first premolar showed 
vital reactions when an electric pulp tester was used.  Computed tomography revealed bone absorption with 
buccal cortical bone loss in a well-defined area, 10 mm in diameter, including the maxillary canine and first 
premolar regions.  However, there was no communication between the region of bone loss and the apex.  As a 
maxillary bone cyst was suspected, cystectomy was performed with the patient under local anesthesia.  During 
surgery, detachment of the cyst was achieved easily, and after the excision, the surrounding bone surface 
was smoothened.  A hemostatic splint was placed on the open wound.  The patient was given a diagnosis of a 
glandular odontogenic cyst based on the histopathological findings of the excised specimen.  The patient’s 
progress continues to be positive, with no recurrence as of 2 years 3 months after surgery.
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たため， 当科を受診した．

　現　症：

　口腔外所見；体格は中等度， 栄養状態は良好で特記事項

はなかった．

　口腔内所見；│＿3＿4  根尖相当部の頰側歯肉に直径約 10mm

大の波動を伴う境界明瞭な腫脹を認めたが， 疼痛はなかっ

た （写真 1）．│＿3＿4  は歯髄電気診にて生活反応を示した．

　画像所見：

　デンタル X線所見；│＿3＿4  間の根側部に重なる直径約 10 

mm 大の X 線透過像を認めたが， 根尖部は X 線透過像内に

含まれていなかった （写真 2）．

　CT所見；│＿3＿4  間の根側部に， 頰側皮質骨の欠損を伴う

直径 10mm 大の骨吸収像を認め， その内部は軟組織と同等

の CT 値を示した．病巣と│＿3＿4  根側面は接するが， 根尖部

は骨組織に覆われており， 病巣と根尖との連続性は確認で

きなかった （写真 3 A, B）．

　臨床診断：│＿3＿4  部顎骨囊胞．

　処置および経過：2015 年 6 月， 局所麻酔下に摘出術を施

行した．腫脹辺縁部より 2 mm 外側に正常粘膜を含めた周

囲切開を全周に加えた．切開は骨膜まで行い， 病巣に向か

い粘膜骨膜弁を剥離翻転し， 病巣直上の粘膜とともに病巣

摘出を行った．病巣と骨面との癒着はなく， 病巣の剥離は

容易であった．CT 所見と同様に病巣は顎骨内に存在し， 

頰側皮質骨の欠損を認めた．摘出窩に│＿3＿4  根側面の露出

は見られたが， 根尖は含まれていなかった （写真 4）．摘出

後の創は開放創とし， 止血シーネを装着した．なお， 摘出

前に病巣の穿刺を行ったところ， 漿液性の血清様内容液を

吸引した．現在， 術後 2 年 3 か月を経過したが， 再発はな

く経過良好である （写真 5）．

　病理組織学的所見：病巣は顎骨内に存在する単胞性病変

で， 一部で頰側皮質骨を穿破し， 歯肉・骨膜の直下に及ん

でいた．厚い裏層上皮内には好酸性の立方状細胞が配列

し， 粘液細胞， 線毛細胞への変化を認めた．また， 上皮内

の小囊胞構造， 乳頭状の上皮突起， 渦巻き状の構築も認め

写真 2　初診時デンタル X 線写真
　│＿3＿4  間の根側部に重なる直径約 10mm 大の X 線透過
像を認めるが， 根尖部は透過像内に含まれていない．

写真 5　術後のデンタル X 線写真
　術後 2 年 3 か月経過し，│＿3＿4  間に X 線透過像は
認めない．

写真 3　初診時 CT 写真（A：水平断　B：前額断）
│＿3＿4  間の根側の頰側歯槽骨に直径 10mm 大の境界明瞭な半球状の骨欠損を認める．
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た （写真 6A, B）．裏装上皮外層の線維性結合組織も厚く

豊富で， 頰側の歯肉・骨膜に接する部分から歯頸部側では， 

深部に比較して多くの炎症性細胞浸潤を認めた．

　PAS 染色では， 裏層上皮内腔側の一部細胞に陽性所見が

認められた （写真 6C）．Ki-67 では傍基底層に散在性に陽

性細胞が認められ， Ki-67 陽性率は 0.91％であった （写真

7A）．サイトケラチン （以下 CK） の発現をみると， CK19 

は基底層以外の上皮層の細胞で陽性を示した （写真 7B）．

　病理組織学的診断：腺性歯原性囊胞．

写真 1　初診時口腔内写真
　│＿3＿4  根尖相当部の頰側歯肉に波動を伴う
境界明瞭な腫脹を認める．

写真 4　摘出後の口腔内写真
　病巣内摘出窩に│＿3＿4  根側面の露出はみられるが， 
根尖は含まれていない．

写真 7　摘出標本の病理組織写真
A：Ki-67 染色 ×100　B：CK19 染色 ×100

A：傍基底層に散在性に陽性細胞が認められる．
　   Ki-67 陽性率は 0.91％である．
B：基底層以外の上皮細胞で CK19 陽性を示す．

写真 6　摘出標本の病理組織写真
A：H-E 染色 ×100　B：H-E 染色 ×200

C：PAS 染色 ×200
A， B：  裏層上皮内には好酸性の立方状細胞が配列し， 内腔側

には粘液細胞， 線毛細胞を認める．上皮内に小囊胞構
造， 乳頭状の上皮突起や渦巻き状の構築を認め， 線維性
結合組織も豊富で厚い囊胞壁を呈する．

　 C： 裏層上皮内腔側の一部に PAS 陽性所見を認める．
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考　　　　　察

　GOC は， 1992 年の WHO による歯原性腫瘍の組織分類で

歯原性発育性囊胞に分類されたまれな歯原性囊胞である 2 ）．

GOC は臨床的に歯原性角化囊胞， エナメル上皮腫および

他の歯原性囊胞などとの鑑別が困難であり， 病理組織学的

所見によって確定診断される．GOC の組織学的所見は， ①

種々の厚さを呈する上皮の表層は好酸性の細胞から成るこ

と， ②上皮層は囊胞腔に向かって波状あるいは乳頭状を呈

し， 上皮基底部と線維性結合組織との境界が明瞭なこと， 

③上皮層内には好酸性で立方型の細胞に囲まれた腺管状

構造が多数形成され， そのなかに粘液状物の貯留をみるこ

と， ④しばしば上皮の表層に粘液産生細胞や線毛細胞がみ

られること， ⑤上皮基底側の細胞は， ときに空胞状を呈す

ること， ⑥上皮細胞の限局性渦巻状配列や線維性結合組織

内に， ときに微小な娘囊胞や歯原性と思われる上皮の小塊

がみられること， ⑦通常， 線維性結合組織内に炎症性細胞

浸潤はみられないこと， などであり， 以上の組織所見のう

ち ①〜④ が GOC の診断に欠かせないとされている 3 ）．自

験例においても ①〜④ の所見を認めた．鑑別疾患として

最も重要な疾患は， 顎骨中心性粘表皮癌 （以下 CMEC） で

ある．GOC は透明で水様性の内溶液が特徴であり， 穿刺

吸引が診断の補助になるとされている 4 ）．自験例において

も， やや血液が混在した透明の漿液性内容液を認めた．し

かし， 古賀ら 5 ） は感染や処置の既往がある場合， 穿刺での

診断は困難であると述べており， その際にはサイトケラチ

ン （以下 CK） 18 と 19 の免疫染色所見を参考とすることが

ある．Pires ら 6 ） は， 腺性分化のマーカーである CK18 は

GOC では 30％ （3/10 例）， CMEC では 100％ （10/10 例） が

陽性であり， 歯原性分化のマーカーである CK19 は GOC で

は 100％ （10/10 例）， CMEC では 50％ （5/10 例） が陽性で

あったと報告している．自験例では基底層以外の上皮細胞

で CK19 の陽性像を認めた．また， Kaplan ら 7 ） は， GOC で

の p53 および Ki-67 陽性率が， それぞれ 3 ％， 4.4％であった

と報告している．自験例での Ki-67 陽性率は 0.91％であった．

　1994 年から 2015 年までに本邦で報告された GOC は， わ

れわれが渉猟し得た限りでは， 自験例を含めて 21 例 3， 5， 8

〜25） であった．21 例の平均年齢は 52 歳で， 性別は男性 13

例 （61.9％）， 女性 8 例 （38.1％） であった．発生部位は上顎

が 3 例 （14.3％）， 下顎が 18 例 （85.7％） と下顎に多く， 前歯

部が 4 例 （19.0％） と最も少なく， 前歯から臼歯に及ぶもの

が 8 例 （38.1％）， 臼歯部が 9 例 （42.9％） であった．上顎に

発生した 3 例の内訳は前歯部が 1 例， 前歯から臼歯に及ぶ

ものが 1 例， 臼歯部が 1 例であった．X 線所見では多房性

10 例 （47.6％） と単房性 11 例 （52.4％） で， 囊胞の大きさに

ついては 1 歯以内の症例は 7 例 （33.3％） であった．再発

を認めたのは 3 例 （14.3％） で， 下顎前歯から臼歯に及ぶも

のが 2 例， 下顎前歯部が 1 例であった．自験例は上顎に発

現しており， 本邦では笠原ら 16）， 古賀ら 5 ） に続いて 3 例目

の報告となる比較的まれな症例と考えられた．

　海外では， Kaplan ら 26） の 111 例の報告においては， 平均

年齢は 45.7 歳， 男女比は 1.3：1， 発生部位は上顎が 30％， 

下顎が 70％と下顎に多かった．上下顎あわせて前歯から臼

歯に及ぶものが 50.6％と多かったが， 前歯部が 24.1％， 臼

歯部が 25.3％と両者の発生率に差はみられなかった．X 線

所見では単房性が 53.8％， 多房性が 46.2％と単房性の方が

多かった．再発率は 30％， 再発までの期間については平均

2.7 年であり， 再発した 86.5％は 2 歯以上の大きな病変で， 

64.3％は 2 歯以上でかつ多房性であったと報告している．

再発率以外は本邦の報告と類似した結果であった．また， 

新川ら 10） は国外 79 例について検討し， 再発率は 12.7％で

あったと報告し， 本邦の再発率とほぼ同じであった．腺性

歯原性囊胞と同じ歯原性発育性囊胞に分類される原始性囊

胞や， 含歯性囊胞の再発率は低いといわれている 27， 28）．沼

田ら 28） は， 過去 30 年間での原始性囊胞および含歯性囊胞

の再発率はそれぞれ 5 ％， 3.8％であったと報告している．

　さらに治療法と再発率に関して， Kaplan ら 29） は， X 線学

的所見では多房性病変， 治療法では摘出術あるいは掻爬術

に再発が多いと報告している．そのため治療法として， 病

変が小さく単房性透過像の場合は摘出術を施行し， 病変が

大きい場合や多房性透過像の場合には生検後に顎骨の区域

切除や辺縁切除を施行することを推奨している．しかし， 

実際に臨床所見や X 線所見のみで GOC と判断することは

困難なため， 顎骨に発現した大きな病変や多房性透過像を

呈する病変に対しては生検を行う必要があると考えられ

る．自験例は小さく単房性であったため摘出生検を行った．

しかし， 再発が多いとされているため 27）， 数か月後に反復

処置法を適用し， 再度， 摘出・掻爬を行う方法なども今後

の治療法の 1 つとして考えている．

　自験例は術後 2 年 3 か月経過した現在， 再発は認めない

が， 再発期間の平均が 2 年 8 か月であるという岩渕ら 13） の

報告や， 術後 12 年で再発した山近ら 14） の報告もあること

から， 今後も長期的な経過観察が必要であると考えられる．

結　　　　　語
　今回われわれは， 36 歳男性の上顎臼歯部に発生した腺性

歯原性囊胞の 1 例を経験したので， その概要に文献的考察

を加えて報告した．

　本論文に関して， 開示すべき利益相反状態はない．
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