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はじめに

口腔がんは死に至る可能性が高いばかりでなく，
顔面の形状をくずす結果をもたらす重篤な疾患であ
る。その上食べることができない，飲み込めない，
喋ることもできないなどこれほど社会から隔絶され
るがんも少ない。にもかかわらずこの疾患の生存率
は変わっていない。FDI 改訂政策声明２００２によれ
ば，咽頭を含めた口腔がんによる全世界での死者は
３１万８，０００人（２００２年）で，同年の乳がんによる死者
は４７万７，０００人とされ，口腔がんの全腫瘍の１～
２％という発生率を考えると，いかにその死亡率が
高いかが窺える。我が国でも年間６５００人を突破した
（咽頭を含む２００９年）１）。いまだに進行した形で高次
医療機関に紹介される例が多いのが一番の原因であ
るが，なぜ早期に発見することができないのか？著
者は病理診断を通じて，長い間歯がゆい思いをして
きた。治療の水先案内人とも言うべき病理診断医は
何をしてきたのであろうか？一般に初期の口腔がん
は自覚症状に乏しく，患者もがんであると言う認識
は低い。患者に最も接する機会の多い一般歯科診療
所ではどのように粘膜疾患を診ているのであろう
か？早期発見が可能なアプローチはなされているの
であろうか？がんの疑いが生じた場合はどのように
すべきなのか，そもそも鑑別すべき他の粘膜疾患な
どの基礎知識や診査方法などの教育は十分か？など

など様々な疑問が沸いてくる。
著者はここ数年，市川総合病院が地域の基幹病院

およびがん診療連携拠点病院であることを助けとし
て，病理診断医として歯科における地域連携を目指
し，顔の見える口腔病理医と成るべく活動してき
た。今回は様々な疑問の一応の答えとして市川歯科
医師会，東京歯科大学口腔がんセンター，オーラル
メディシン・歯科口腔外科学講座と協力して行って
いる細胞診を用いたOral Cancer Detecting Sys-
tem Ichikawa Network（OCDSIN）２）の概要および病
理の関わりについて報告する。

１．口腔がん検診

細胞診を用いた口腔がん検診は意外に古くから行
われており，１９６６年からのアメリカ合衆国での２０年
計画でのとり組みが有名である３）。しかし我が国で
は患者さんの中には，「口の中にがんが発生する」
という事実さえ知らない方がいる。歯医者さんは
「歯はみるが，粘膜はみない」と思っている人も多
い。極めて一般的なアフタでさえ最初に受診する診
療科は内科が一番多いのである。これらの原因の多
くは我々歯科医の教育にあるのかもしれない。著者
も口腔粘膜を疾患対象としてしっかり認識したの
は，病理診断医として活動するようになってからと
思う。そして今その事実に愕然とした思いを抱いて
いる。FDI はあらゆる口腔保健専門職が，早期発
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見と高リスク要因の除去などで患者教育や効果的な
診断技術を通じて，その果たすべき役割を強調して
いる（FDI 改訂政策声明２００２）。しかし現在そのよ
うな具体的行動はわずかである。
近年我が国でも口腔がん検診が各地で話題になり

つつある４～８）。ようやくその重大さに気づき始めた
といって良い。市川市では胃がん，大腸がん，肺が
ん，乳がん，子宮頸がん，前立腺がんおよび口腔が
んの検診事業が行われている。口腔がん検診は１９９８
年から市の補助事業として市川市歯科医師会が主
催，年１回２００名を対象に行われてきた。いわゆる
集団検診で，市川総合病院の口腔外科医が中心と
なって，視診，触診を主体に実施してきた。２０００年
から２０１０年のデータでは，１，８１７名が受診，３名の
がんが発見されている（図１）。発見率は０．１７％で，
他のがんの集団検診での発見率に遜色はない（図
２）。啓発活動としての価値は高く，市川市が２００４
年にWHO健康都市宣言をしたこととも相まって，
検診を機に歯科受診の機会が増え患者さんを中心と
して市川総合病院と歯科医師会との地域連携も深
まった。しかし受診者が年２００名と限定され，受診
機会の点では限界も感じられる。検診の真の目的は
致死率低下であるが，そのためには集団検診だけに
頼っていてはいけない。

２．OCDSIN

がん対策基本法制定から５年，当初のがん検診受
診率２５％は少しは改善されたようであるが欧米の

８０％には遠く及ばない。また検診方法など新たな課
題も見えてきた。Oral Cancer Detecting System
Ichikawa Network（ OCDSIN ）は Oral health-care
network であって「検診」ではない２）。それ故，こ
のシステムの現在の癌発見率２．２４％を他の検診と比
較することに意味はない。しかし口腔がんを発見す
る方法としてOCDSINが群を抜いて有効なことが
わかる（図３）。
OCDSINは個別検診様の形態をもってはいる

が，いわゆる「検診」の概念とは大きく異なる。な
ぜなら「毎日の歯科診療が早期がん発見への近道」
というスローガンのもと，毎日の診療時に常に粘膜
に目を向け，検査を行うという歯科診療の形自体を

図１ 市川市集団口腔がん検診の年度別推移と癌発見率
（２０００～２０１０年度）
年度ごとに受診者数の変動はあるが，全体的に女性

が多い

（２００７年度国立がん研究センターがん対策情報センターの
データと比較）

（２００７年度国立がん研究センターがん対策情報センターの
データと比較）

図２ 主な集団検診におけるがん発見率の比較
市川市の口腔がんは集団検診，口腔粘膜検診（個別

検診）ともに，他の集団検診と遜色はない

図３ 主な集団検診におけるがん発見率とOCDSINの対比
口腔がんを発見する方法としてはOCDSINが極め

て有利である
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変える試みだからである。従来の硬組織（hard）主
体の診療から軟組織（soft）へ目を向け，口腔全体を
一つの領域としてとらえる歯科本来の目的にもか
なっている。もちろん歯や支持組織の診療は大切
で，hard から soft へというより hard＋soft である
べきであろう。
OCDSINは２００７年，１０名たらずの有志（勇士）で

始まった。当初は歯周病菌の検出を主体に，市川総
合病院の臨床検査科を歯科医師会の先生に理解，利
用してもらうことが目的であった。しかし検査科病
理室に液状化検体細胞診（Liquid-based Cytology,
LBC）という新手法が導入され，従来から温めてき
た口腔がん発見システムの構想具体化の目処が立っ
た。協力歯科医院が月１回，年１０回の勉強会を行
い，診療行為の一環として細胞診を含めた口腔粘膜
検査を行う。「口腔がん発見の主役は一般歯科診療
所の先生がたであるべき」という著者の信念にも基
づいている。現在５期目で約１２０名の先生がたが参
加，市川市歯科医師会員の半数を超えた。また本年
度は近隣の先生がたの参加も多く，“Ichikawa”net-
work の看板を下ろさなければならないうれしい事
態となっている。
OCDSINの勉強会は１時間程度であるが，毎回

熱心な先生がたが５０名ほど集まる。内容はシステム
の概要説明，細胞採取法，利点欠点などを含めた細
胞診の講義，口腔内写真の撮り方，歯科衛生士を対
象とした口腔粘膜疾患の勉強会，会員の経験した注
意すべき症例などの症例検討会など多岐にわたる。
オーラルメディシン・口腔外科学講座や口腔がん専
門医養成コースの若い医局員も参加，協力してくれ
ており内容の濃いものとなっている。システム概要
説明が多いのは細胞診の取扱いに注意を要するから
で，肉眼で明らかながんに対しては細胞診を行わず
直ちに高次医療機関に紹介することを徹底してい
る。診断時は陰性の報告でも経過によっては悪性転
化がある。あくまでも基本は視診，触診でOCDS-
IN の細胞診は screening（篩別診査）の一つであって
診断方法ではない。細胞診の創始者といわれる Pa-
panicolaou 教授も「細胞診は，決して組織診の Sub-
stitude（代用法）ではなく，Supplement（補助法）で
ある」と言っている３）。１０回を終わると７回以上の
出席者に認定証を授与している。当初は初歩的なこ

とから始まったが，勉強会を重ねるごとに会員の視
診の精度も上がり，専門的な内容が加味された。会
員の感想でも，「患者説明に有効である」，「患者に
とっては侵襲が少なく，歯科医院にとっては手技が
簡便な検査である」などの意見が寄せられた。しか
し一番の成果は「細胞診を行うことによって，以前
より口腔粘膜に積極的に目を向ける機会となった」
というものであろう。また評判を聞いた他地域の方
がわざわざ市川の歯科医院を訪れるなどの現象も起
きている。
OCDSINの概略図を図４に示す。市川市歯科医

師会協力会員歯科診療所と東京歯科大学市川総合病
院は，細胞診検体提出，結果報告，患者紹介，研修
などを通じて密接な関係が保たれている。市川総合
病院には歯科・口腔外科に口腔外科専門医，指導医
が，臨床検査科には，口腔細胞診に精通した細胞診
検査士，細胞診専門歯科医がおり，口腔がんセン
ターや他科の協力も仰げる体制が整っている。現時
点での受診者の年齢・性差，細胞診Class 別結果を
図５，６に示す。またがん発見症例の概要を表１に
示す。細胞診結果がClass Ⅱでも，がんが発見され
るのは経過観察や市川総合病院との常日頃の密接な
交流によるもので，患者さんの肉眼像や症状，経過
情報も逐次入手可能である。また細胞診の判定基準
にも変化があり，深層型異型細胞の採取が決め手で
あった時代から表層角化異型細胞に目が向けられる
ようになった９，１０）。そのため従来の分類のClass Ⅱ

図４ OCDSIN のシステム概略図
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でも注意が必要な症例が多々ある。このような細胞
診の判定基準を含め，システム構築には口腔がんの
治療を行う高次医療機関と歯科医師会，一般歯科診
療所との協力が必須である１１）。地域連携，支援など
市川市は恵まれた環境といわざるを得ない。

３．口腔細胞診

細胞診は婦人科を中心に臨床診断学の一部として
確固たる地位を確立してきた。口腔細胞診の歴史も
古く，１９５０年前後にMontogomery and von Haan
によって口腔悪性腫瘍細胞の最初の報告がなされて
いる。我が国では１９５０年代に渡辺らによる口腔病変
の剥離細胞診に関する報告がなされている１２）。そし
て近年，診断手段として細胞診に再度注目が集まり
つつある１３）。詳細は文献１４～１６）に譲るが，長年診断手
段の一つとして積極的に細胞診を用いてきた著者に
は心強い。
検診には一次スクリーニング（conventional scre-

ening）として，一般に器具等を使わない方法が用い
られる。乳腺などでは主に触診が用いられ，口腔で
は視診，触診が主体である。そして乳腺ではmam-
mogramが，前立腺では PSAが，そして子宮頸が
んでは細胞診が二次的手段（二次的スクリーニング）
として使用される。子宮頸がんでは細胞診を用いる
ことによって死亡率の減少がみられたことはよく知
られている。いずれも最終的には生検が施行され診
断が下される。口腔には有効な二次的手段がなく，
LBCの導入が考えられた（図７）１７）。しかし口腔の目
視検査は感度，特異度ともに高く，生検に先立つ診
断補助手段としての生体染色の toluidine blue 染色
（我が国ではヨード染色），蛍光イメージング，細胞

表１ OCDSINでのがん発見症例
２００７．１０．２５～２０１１．２．２８

年齢 性別 採取日 Class

１ ７０歳代 男 ２００８．１０ Ⅴ

２ ９０歳代 女 ２００９．７ Ⅱ

３ ８０歳代 女 ２００９．１１ Ⅴ

４ ７０歳代 女 ２００９．１２ Ⅱ

５ ６０歳代 男 ２０１０．１０ Ⅱ

Class Ⅱでもがんは発見される

図６ OCDSIN細胞診 Class 別症例数
（２００７．１０．２５～２０１１．２．２８）

LBCでは検体不適が極めて少数である
図５ OCDSIN受診者の年齢・性差

（２００７．１０．２５～２０１１．２．２８）
やや女性が多いが，集団検診ほどの差はない

図７ がん発見のための screening 法の比較 Screening
から診断への流れ
口腔がんでは乳腺でのmammogram，前立腺での

PSA，子宮頸がんでの細胞診などのような二次的手
段がなく，LBCが有効と考えられる
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診の評価は低い（FDI 改訂政策声明２００２）。
なぜ細胞診の評価は低いのであろうか。理由は２

つある。
一つは口腔の位置がある。口腔は他の部位に比較

して視診，触診が容易である。また生検も容易にで
きるという思い込みがある。そして視診，触診には
熟練を要する。そこから，「がんは口腔外科医とい
う専門家に任せるべきである」という発想が生まれ
る。確かに今まで口腔外科医が口腔がんに果たして
きた実績を思うと，その考えも頷ける。しかしがん
を早期に発見するには，口腔外科医が多くいる高次
医療機関では遅すぎる。現在でも高次医療機関へ患
者が進行した形で紹介されるケースが多い。一般に
歯科診療所では，がんの治療や生検は行われない。
診療所では怪しい疾患を screening できれば十分で
ある。そしてその target は，がんの大きさが２cm
以下，リンパ節転移のない stage Ⅰであるべきであ
る（表２）。この段階，できれば１cm以下で発見で
きれば，患者の負担も軽く，経費もさほどかからな
い。Stage Ⅳではほぼ１０倍の医療費がかかると言わ
れる。発見後はプロに任せ，術後はまた歯科医院で
経過観察することができれば歯科診療所と患者のよ
り密な関係も生まれる。我々専門家といわれる病理
医や口腔外科医も生検に頼り過ぎる嫌いがある。そ

して病理医や口腔外科医の中にも細胞診に対して否
定的な考えを持つ人も多い。しかし生検は安全で確
実性があると思い込んではいないだろうか？生検は
がんという危険地帯に無防備に踏み込む行為であ
る１８）。また生検の位置は限られ，部位設定には視
診，触診が重要で位置を間違えれば確実性は劣るの
である。そして危険地帯なので頻回には行えない。

表２ 口腔がん stage 分類
一般歯科診療所で発見すべきは，リンパ節転移のな

い２㎝以下の stage Ⅰである（丸印）

リンパ節
転移

大きさ
広がり

頸部リンパ
節転移なし

３㎝以下の
頸部リンパ
節転移（同
側に１個）

６㎝以下の
頸部リンパ
節転移が１
個又は複数

６㎝を超え
る頸部リン
パ節転移

遠くの臓器
への転移

２㎝以下 ○Ⅰ Ⅲ ⅣＡ ⅣＢ ⅣＣ

２㎝～４㎝ Ⅱ Ⅲ ⅣＡ ⅣＢ ⅣＣ

４㎝を超え
る Ⅲ Ⅲ ⅣＡ ⅣＢ ⅣＣ

舌 の 周 囲
（舌の筋肉，
あごの骨，
顔の皮膚）
に広がる

ⅣＡ ⅣＡ ⅣＡ ⅣＢ ⅣＣ

あごの骨の
外側または
内頸動脈に
まで広がる

ⅣＢ ⅣＢ ⅣＢ ⅣＢ ⅣＣ

日本頭頸部腫瘍学会「日本口腔腫瘍学会誌１７ 舌癌取扱い指針WG
案」を一部改変

図８ 子宮頸がんと口腔がんの発育の違い
子宮頸がんでは段階的発育が明瞭であるが，口腔がんでは表層分化があるにも関わ

らず，早期に深部での浸潤がみられることが多い
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細胞診は最初の検査としては有効で，簡便で数回行
え，広範囲の検索が可能であるという利点をもつ。
二つ目は口腔がんの特異性である。細胞診でのが

ん screening は子宮頸がんに端を発する。子宮頸が
んの細胞診理論が同じ扁平上皮主体の口腔扁平上皮
がんにも強い影響をもつ。子宮頸がんでは，軽度，
中等度，高度上皮異形成，上皮内がん，浸潤がんと
いった段階的な進展が主体である。そのため出現す
る異型細胞が深層細胞なのか表層細胞なのかという
判定で，細胞診でも上皮異形成やがんの診断が可能
である。しかし口腔がんは表層の異型が弱くても，
深部では浸潤が起こっていることが少なくなく，む
しろ一般的である（図８）。
採取の容易な異型の乏しい表層角化細胞ばかりみ

ていても診断精度は上がらない。しかし近年の口腔
がん細胞診の診断技術は向上し，角化異型細胞の判
定も厳密になり，形態学だけでなく免疫染色を加え
た検索方法なども模索されている１５，１６）。そのため肉
眼的には判定が困難であるが，細胞診で診断される
症例の報告もなされるようになった。細胞診 scre-
ening がきわめて有効であった unsuspected case
の１例を図９～１３に示す。最も重要な口腔細胞診の
目的は，オカルトがんといわれる臨床的に判別でき
ないがんや危険度の高い上皮性病変を見いだすこと
にあるといわれる１９）。そして婦人科に比して細胞採
取数の少ない口腔では，ほぼ１００％の細胞が観察可
能な LBCが特に有効である。LBCの優位性を示す
文献２０～２２）は多いが，生検を行わない，細胞診操作に

もあまり精通していない一般歯科診療所にはもっと
も適した方法と考える。現在市川総合病院の口腔関
係やOCDSINの細胞診は穿刺吸引細胞診を除いて
ほぼ全例が LBCである。なお口腔の細胞診は，第
１４類病理診断の細胞診として，一般歯科診療所でも
保険請求が可能である。もちろん検診では算定はで
きない。
細胞診を検診等に使用する場合の注意点１０）につい

て述べる。一番注意してほしいのは診断結果をどの
ように活用するかである。すなわち１）診断不能の
場合は再検を考慮する（OCDSINで使用している
ThinPrep は図６に示すようにきわめて検体不適例
が少ないが）。２）陰性（Class Ⅰ，Ⅱ）はなぜ陰性
となったかを必ず検討する。手技の手違いはない

図９～１３ いわゆるオカルト癌症例
臨床的に明瞭でなかった初期癌の１例

図９ 舌下面に初期癌がみられたが，肉眼的には明瞭では
ない。患者は同部にひりひりする感じを１年近くもっ
ており，内科，皮膚科などへの受診を重ねた

図１０ 初診時の細胞診（パパニコロウ染色）角化異常細胞集
団とともに深層型の異型細胞も認められ，Class Ⅴの
判定。細胞診が有効であった

図１１ 摘除生検未固定検体 ヨード染色施行後に摘除して
いるが，未固定では切除検体でも癌の位置は不明瞭で
ある
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か？違った部位を採取していないか，擦過した部位
が狭かったかなどを検討し，必ずその後の経過観察
を行う。特にClass Ⅱの場合は，現時点での細胞判
定では悪性が含まれる可能性があり，場合によって
は高次医療機関への紹介も考慮する。一般歯科診療
所での不要な長期観察やむやみなレーザー治療等は

行ってはならない。３）陽性（Class Ⅳ，Ⅴ）の場合
は速やかに高次医療機関に紹介する。いずれの場合
も紹介時には口腔内写真や細胞診結果を添付するこ
とが望まれる。また不用意にがんとの診断を患者に
伝えるべきではない。

４．市川市口腔粘膜検診（個別型口腔がん検診）

OCDSINでの確実な成果は行政をも動かした。
市川歯科医師会は２００９年から市川市口腔粘膜検診を
スタートした。これは市川市支援事業として，市川
市内に住民登録または外国人登録をしている２０才以
上の成人２０万人を対象としている。対象年齢が低い
のは，近年の口腔がんの年齢低下や喫煙，飲酒経験
のない女性にも口腔がんが発生している事実による
が，市川市の並々ならぬ理解と熱意によるものと感
謝している。概要を図１４に示す。市民は自己負担金
５００円（７０才以上は無料）で，市保健センターに申し
込み受診表を受け取り，市川市歯科医師会指定歯科
医院（実質的にはOCDSIN認定を受けた会員の歯科
医院）で，視診，触診と全例に細胞診を行う。検体
は現在では三菱化学メディエンスの検査所に送ら

図１２ 切除検体固定後 前方に白色の斑点が散見される。
下段はBLSS（Bread loaf step sectioning）にて細切された検体。
２４分割（２８標本）して標本を作成，検鏡。このような初期癌の検索には詳
細な検討が必須である

図１３ 一部にきわめて初期のがんが発見された。表層にも
異型細胞が露出していることから細胞診にも図１０の様
な表層角化異常細胞と深層異型細胞が出現したと考え
られる
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れ，診断され（難解症例は東京歯科大学市川総合病
院臨床検査科病理で consult を受ける），結果は診
療所に返還される。経過観察は各診療所の判断に委
ねられるが，Class Ⅱの一部とⅢおよび悪性（Class
Ⅳ，Ⅴ）は高次医療機関に送られる。市川市歯科医
師会はこの検診にも熱心で，種々のメディアを通じ
て広報活動を展開している。図１５にその一例を提示
する。また２０１０年４月１０日～２０１１年３月３０日までの
検診での年齢・性差を図１６に，細胞診Class 分類を
図１７に示す。OCDSINと基本的には差はないが，
粘膜検診では症状のないものにも細胞診を行ってい
るためがん検出率は低い（図１８）。ただし他の検診と

図１４ 市川市口腔粘膜検診（個別型がん検診）の組織概略図

図１５ 市川市歯科医師会の広報活動 歯科医師会ホーム
ページ ichikawa.cda.or.jp/より。検査は簡単で，痛く
ないことを強調している。

図１８ 市川市口腔粘膜検診（個別型がん検診）
２００９年度と２０１０年度の推移
受診者は女性に多く，全体でのがん発見率は０．０７％

である

図１６ ２０１０年度市川市口腔粘膜検診（個別型がん検診）年齢
および性差

図１７ ２０１０年度市川市口腔粘膜検診（個別型がん検診）細胞
診Class 別件数

歯科学報 Vol．１１２，No．１（２０１２） ２９

― ２９ ―



の大きな差はない（図２，３）。３年目に入り，会員
の粘膜検査の技量向上等により今後は，OCDSIN
のように症状のあるものに限り細胞診を施行するな
ど若干の変更が望まれる。またOCDSIN同様，粘
膜検診でも経過観察が重要である。現在市川市歯科
医師会ではOCDSIN，口腔粘膜検診両者のClass Ⅱ
症例の追跡調査を行っている。がん以外の口腔粘膜
疾患は鑑別診断としても重要であり，幅広い歯科医
師の活躍の場とも成ろう。

５．今後の活動

市川市で現在行っている２つの口腔がん検診およ
び発見システムを図１９に示す。OCDSINや口腔粘
膜検診では細胞診を積極的に取り入れているが，口
腔細胞診導入への課題を述べる。いまだ歯科医師の
口腔粘膜や細胞診への関心は薄く，大学や歯科医師
会を通じての口腔粘膜疾患等の教育の拡充，充実が
望まれる。大学附属施設でさえ細胞診を実施してい
る施設は多くない２３）。日本臨床細胞学会では年２回
の学会で，ここ数年は必ず口腔関係のシンポジウム
やワークショップが組まれている。今後も積極的な
運動が展開されると思われる。また最近行われた日
本臨床口腔病理学会でも「口腔がんに挑む細胞診
口腔病理医と開業歯科医の連携を目指して」と題し
た公開シンポジウムが行われた。少しずつ周囲の関
心も深まっているが，種々の学会でのこうした企画
や講習会を利用した啓発も必要であろう。

診断 side では，口腔細胞に熟知した細胞検査士
と細胞診専門医の不足が挙げられる。口腔細胞の特
異性を理解し，大学，基幹病院を中心とした研修シ
ステムの充実が望まれる。また多数の受け入れ可能
な検査機関の整備も必要である。市川市口腔粘膜検
診では２０１０年度から検査業者を使用している（図１４）
が，まだ全国的には数が少ない。
最後に，検診には簡便な判定分類の導入も必要で

あろう。Screening で注意すべきは false negative
である。つまり陰性と誤って診断してしまうことで
ある。曖昧さ表現の少ない，推定診断を付記する方
法が望まれる。その意味でも従来の Papanicolaou
Class 分類（Ⅰ～Ⅴ）をやめ，陰性，疑陽性，陽性の
３分類を提唱したい。陰性は従来のClass Ⅰ，Ⅱか
ら角化異常細胞のないClass Ⅰのみを陰性とし，疑
陽性はClass Ⅱの一部に注意すべき角化異常細胞が
あることから従来のClass Ⅲから Class Ⅱ，Ⅲとす
る。陽性は従来のⅣ，Ⅴと同様である。また LBC
は口腔扁平上皮癌の擦過検体には適しているが，穿
刺吸引細胞診には比較的不向きで従来法と比較する
と高価である。LBC導入での今後の課題であろう
が，方向性としては LBCへ移行していくと思われ
る。OCDSINに関しては，Ichikawa network から
脱却しAll Japan，International network を目指し
たい。これは近々の課題として取り組む予定である。

おわりに

我が国のがん死亡者は３４万人，交通事故で亡くな
る人の６０年分に当たる。日本国民は生涯に男女を問
わず２人に１人ががんになるといわれる。がんは国
民病であり，日本は間違いなくがん大国である。し
かしがん検診一つにしてもその対応策は遅々として
いる。我々歯科医療関係者も口腔がんに強い関心を
もち，口腔がんで死亡する人や口腔がんに悩む人を
一人でも減らすべく，しっかりした vision をもっ
て望まなければならない。そのためには大学の教育
はもちろん，一般歯科医の意識や診療体制をも変革
していかなくてはならない。OCDSINのようなシ
ステムが成熟し広く普及するようになれば，検診は
必要がなくなり真の oral health care の担い手とし
て歯科医師が注目されるようになるであろう。
病理学は解剖病理学を主体に発展してきた。次の

図１９ 千葉県市川市での口腔がん発見への取り組み
集団検診では触診，視診のみを行うが，２００７年に開

始されたOCDSINでは視診，触診に加えて，一部の
症状のある例に LBCを導入。２００９年からの口腔粘膜
検診では全例に LBCを導入
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患者さんのためにという意義に賛同されたご遺族の
好意で提供されたご遺体によるところが大きい。近
年は外科病理といって組織診断が主体となり「患者
さんのために」という本来の目的が少し忘れられて
いるように思う。そして病理医もBench pathologist
といわれた，椅子に座って診断だけをしている時代
は終わった。著者はOCDSINを通じて病理医の専
門性をもっと広く活用すべきであると考えるように
なった。そろそろ顔の見えるAct pathologist とし
て次の stage に上がり，新たな場を求め，活躍すべ
きではないだろうか。

本論文の要旨は，第２９１回東京歯科大学学会（２０１１年６月４
日，千葉）特別講演２「口腔がんを早期に発見するために
歯科地域連携と“病理の役割”」として講演したものである。
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