
1．日本の主な皮膚がん 
特に悪性黒色腫、有棘細胞癌、基底細胞癌、乳房外パ

ジェット病、血管肉腫について述べる。
病期分類：TNM分類は2009年UICC、2010年AJCCに

よって改訂された。

2．悪性黒色腫
1） 疫学：発生頻度、発生部位が人種により著しく違

うという疫学的特徴を有する。発生頻度は年々上
昇を続けている。他の皮膚がんに比べ、30-50歳代
の若中年層にも多数発生している。また鼻腔、口
腔、外陰部、肛門など粘膜にも発生する。

2） 病型分類
組織学的分類：Clark分類
 ①表在拡大型黒色腫、②悪性黒子型黒色腫、③末
端黒子型黒色腫、④結節型黒色腫の4型。

遺伝子解析に基づく分類（案）：Bastian分類
 ①組織学的に真皮乳頭層における顕著な光線性弾
力線維症を伴う有毛部発生例（chronic sun-damaged 
: CSD型）、②組織学的に極めて軽度までの光線性
弾力線維症を伴う有毛部発生例（non-chronic sun-
damaged : non-CSD型）、③手掌、足底、爪部など
の断端発生例（acral型）、④粘膜発生例（mucosal型）
の4型。

3） 治療
ｉ） 外科療法

 　原発巣はsurgical margin を1-2cmとして手術が行
われるが、tumor thicknessによって拡大切除の大
きさが決定される。爪下など四肢末端発生の場合
は手足の指の切断を行う。所属リンパ節について
は、原発巣の厚さが0.75mm以上あればセンチネル
リンパ節生検が行われる。リンパ節転移がある場

合所属リンパ節郭清を行う。

ⅱ） 放射線治療
 　原則として通常の放射線療法はあまり効果が期
待できない。
 　悪性黒色腫の脳転移の予後は無治療の場合1-3か
月程度であるが、定位照射によっておよそ半年の
生存期間の延長が期待できる。
 　骨転移に対しては他の癌種と同様に行われ、約
半数の症例で疼痛緩和が認められる。

ⅲ） 化学療法と免疫療法
 　ダカルバジン（DTIC）は進行期悪性黒色腫に対
して最も頻用されてきた薬剤であるが、その奏効
率はおよそ7-12%、完全奏効率は5%未満である。
DTICを対照とするランダム化比較試験で、生存期
間の有意な延長が証明されないまま、長い時間が
経過していた.
 　 と こ ろ が2011年、 待望の新薬BRAF阻 害 剤 
vemurafenibと抗CTLA - 4抗体ipilimumabがFDAで 
認可された。FDAはさらに2013年BRAF阻害剤 
dabrafenibとMEK阻害剤trametinibを認可、2014年
1月FDAは切除不能または転移性悪性黒色腫症例の
治療にdabrafenib とtrametinibの併用療法を承認し
た。悪性黒色腫に対する併用療法の承認は初めて
のことである。

 　また、NCIにおいてはIL-2大量静注療法によっ
て奏効率16％、完全奏効6％、完全奏効の場合の奏
効期間中央値59か月という成績が得られているが、
米国以外から本療法の報告はほとんどない。

 　術後補助療法について、わが国では歴史的な経
緯から主にステージⅢ症例の術後にDAVFeron療
法が広く行われているがRCTが行われたことはな
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い。欧米ではハイリスクグループの根治術後に高
用量のIFN-αを1年間投与する方法を承認している
が、pegylated IFN-αは投与法が簡便であるという
大きな利点があり、IFN-αとの比較試験はないも
のの2011年FDAはこれを術後補助療法のオプショ
ンとして認めた。

3．有棘細胞癌
1） 疫学・病因：表皮ケラチノサイトへの分化を示す

悪性腫瘍。疫学的には有棘細胞癌と後述の基底細
胞癌を合わせてnon-melanoma skin cancerと呼ばれ
ることが多い。これは欧米の白色人種の間では最
も高頻度にみられ、日光紫外線が最も危険な発癌
因子である。その他の発症因子として、放射線曝
露、ヒト乳頭腫ウイルス感染、発癌化学物質、瘢
痕と慢性炎症、温熱刺激などが挙げられる。

　発症年齢については高齢者層に偏在する傾向にある。

2） 治療：
ⅰ） 外科療法
 　原発巣にとどまっていれば根治手術によって約
90%は治癒が可能である。原発巣および所属リン
パ節転移に対しては原則として手術が行われるが、
切除範囲は徐々に縮小傾向にあり、surgical margin
は4-10ｍｍが推奨されている。
 　所属リンパ節は腫瘍の二次感染による反応性リ
ンパ節腫大であることも多く、触診のみで診断す
ることは困難であるため、臨床的にリンパ節腫脹
が認められる場合は積極的にリンパ節生検を行う
べきである

ⅱ） 放射線治療
 　有棘細胞癌は高齢者に多く、また顔面に発生す
ることが多いため、年齢的な条件や整容面から手
術以外の局所治療が選択されることがある。T因子
の小さいものや、浸潤の浅いものでは50-75Gy/20-
35回の根治照射で手術と同等の治療成績が期待で
きる。

ⅲ） 化学療法
 　Guthrieらは原発巣12例を対象にシスプラチンと
ドキソルビシンの併用療法の奏効率が58%であった
とし、Sadekらは、同じく13例に対してシスプラチ
ン、5-FU、ブレオマイシンの3剤の併用で84％とい
う高い奏効率を報告している。これらの報告にお
ける化学療法の対象は主に局所進行例であり、neo-
adjuvant chemotherapyとしての役割も大きい。単

剤ではわが国におけるpeplomycinのphaseⅡstudy
での61.6％、CPT-11のphaseⅡstudyでの39.4％とい
う成績がみられる。

ⅳ） 分子標的治療
 　近年、gefitinib 250mg po dailyやcetuximab 400mg/
sqmを 投 与 第1週 に 静 注、 そ の 後 250mg/sqm 
weekly投与といった方法でのphaseII trialが行われ
ており、特に後者では奏効率25％（完全奏効3％）
という結果が報告されている。

4．基底細胞癌
1） 疫学・病因：わが国では最も多い皮膚がんで、局

所破壊性は強いが、遠隔転移をおこすことはきわ
めて稀である。およそ80％は顔面の正中に発生す
る。日光紫外線は代表的な発癌因子である。

2） 治療
ⅰ） 外科療法
 　Surgical marginを4-5mmと設定すればおよそ95%
の症例で腫瘍の残存は認められない。ただし斑状
強皮症型では腫瘍と正常皮膚の境界が非常にわか
りにくく切除範囲は広くなる。

ⅱ） 放射線治療やその他の局所療法
 　機能面、整容面から放射線治療、凍結療法、搔爬・
電気凝固術、PDT、5-FU軟膏外用などが選択され
ることがある。

ⅲ） 化学療法
　化学療法の効果についての報告はほとんどない。

ⅳ） 分子標的治療
 　VismodegibはHedgehog経 路 中 のsmoothenedホ
モログ（SMO）を標的分子とする新規経口低分子阻
害薬であり、2012年1月米国FDAにおいて基底細胞
癌に対する初の治療薬として承認された。

5．乳房外パジェット病
1） 乳房外パジェット病は、特に外陰部、腋窩、肛門

周囲の皮膚において組織学的にパジェット細胞と
呼ばれる異型細胞が主に表皮内で増殖することを
特徴とする悪性腫瘍である。

2） 疫学・病因：わが国の全皮膚がんの中の10％前後。
男女比は約2：1。発生部位は外陰部が全体の80％
以上を占める。アポクリン汗器官由来と推測され
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ている。

3） 臨床症状と臨床診断：自覚症状のない軽微な脱色
素班として発症することが多く、やがて境界不明
瞭な紅斑となり、湿潤やびらんを伴うようになる。
このような臨床像は腫瘍性病変らしくないため、
初診時はほとんど白癬や皮膚炎と診断されてしま
う。進行すると結節も出現する。

4） 病期分類：定められたものはない。

5） 治療： 
ⅰ） 外科療法
 　safety surgical marginは1‐3cmであるが、切除
範囲の縮小が図られ、肉眼的境界の明瞭な部分は
1cm程度とされている。乳房外パジェット病におい
てもsentinel node conceptが成り立つと考えられて
いるが、両側のそけいリンパ節に転移がある場合
はもちろん、片側でも複数個のリンパ節転移があ
る場合、所属リンパ節郭清を行っても予後は非常
に悪い。

ⅱ） 放射線治療
 　高齢者の疾患のため手術侵襲が大きい場合、放
射線治療が選択されることがある。原発巣に対す
る根治的放射線照射によって20-94％の症例で治癒
が期待できる。

ⅲ）  化学療法
 　遠隔転移を生じた進行期乳房外パジェット病に
対して有効な化学療法剤は、わが国を含め欧米諸
国からも、症例報告や少数例の治療経験について
の報告が散発的にみられる程度である。単剤で
はetoposide、docetaxel、が、多剤併用療法では
carboplatin + 5-FU+leucovorin、 epirubicin + mito-
mycinC + vincristine + carboplatin（cisplatin）+5-
FU、docetaxel+S-1、 low dose cisplatin+5-FUなどの
組み合わせが奏効したという報告がある。

6．血管肉腫
1） 血管肉腫は血管内皮細胞を起源とする悪性腫瘍で

ある。

2） 疫学・病因：全皮膚がんの中で血管肉腫の占める
割合は1％程度といわれている。予後は悪性黒色腫
より悪く、5年生存率は15％前後との報告が多い。
高齢者の頭頚部に発生することが多く、外傷が誘
因となると言われている。また術後リンパ浮腫や
放射線治療部位に続発性に生じることも知られて
いる。

3） 病期分類：通常の軟部肉腫の病期分類にあてはめ
ることはできず定められたものはない。

4） 治療：固形がんであるにもかかわらず手術の有用
性が確立されていない特殊な腫瘍である。放射線
治療、化学療法とも感受性は比較的よいが、有効
期間は限定的である。
ⅰ） 化学療法　わが国では2011年末から、保険診療

上weekly paclitaxel療法による治療が認められ
るようになった。

ⅱ） 分子標的薬  Pasopanibは2012年に転移性悪性軟
部腫瘍に対する適応承認を獲得したため、現在
血管肉腫に対する治療薬としても使われている。
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