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はじめに

口腔がんについて東京歯科大学では、先端的に臨床と研究を続けています。臨床ではがんを

診断して、どのような治療を行っていくか、治療後には口腔機能の回復やリハビリテーション

などを行います。そして基礎的な研究では、がんの成り立ちやがん細胞の性格を遺伝子的ある

いは顕微鏡的に検索しています。

病理の役割

まず、がんを診断するためには、確定診断を

しなければなりません。その仕事が「病理」と

いう部門です。口の中の病理専門の先生は日本

全国で、実働が105人です。その中で東京歯科

大学の附属3病院には5人が在籍しています。

「病理」というのはどういうものなのか、簡単

に説明します。病気というのは、炎症なのかあ

るいはがんを始めとする腫瘍なのか、または奇

形なのかといったものに大別されます。例えば

皮膚に何かしこりができたとすると、これが炎

症なのかあるいは腫瘍なのか、そういったもの

を見定めるのが「病理」の役割です。そして、がんが、どのくらいまで浸潤してどのくらい悪

いのかというのを診断していくわけです。その手段ですが、まず臨床で切り取られたものをホ

ルマリンというもので固定した後、数ミリ間隔にメスで切り、肉眼でがんの広がりを確認しま

す。その次に、1ミリの200分の1くらいの厚さ（約5μｍ）に切ります。切った後プレパラート

というガラスの上に組織をのせて染色をして、顕微鏡で観察をします。これで一つ一つの細胞

と細胞の配列を観察するのです（図-1）。
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がんの成り立ち

人の体の細胞は約60兆個からできていると言

われていますが、通常では、細胞が死んでは新

しくでき、死んでは新しくでき、ということを

繰り返しています。これを代謝あるいは恒常性

と呼んでいます。お風呂に入って体を洗います

よね。洗ったタオルをすすぐと垢が出ます。そ

の垢も元々は上皮細胞で、毎日死滅して毎日生

まれています（図-2）。この上皮細胞は主に基底

細胞、有棘細胞、顆粒細胞、角質層からなる角

化細胞というもので構成されており、外の刺激

から体の中を守っています。角化細胞は基底細

胞で分裂します。そして、有棘細胞、顆粒細胞、角質と成長していくのです。通常、基底細胞

が成長して角質になるまで、皮膚の場合は1ヶ月くらいかかります。一方、口腔粘膜上皮の場合

は、10日～14日と言われています。つまり口腔粘膜上皮は代謝が早く、火傷や傷を作った場合

にも血管が豊富だということも含めて治りが早い理由の一つです。細胞には遺伝子を入れてい

る核が存在し、分裂する際に同じ遺伝子を作って複製します。その分裂する時に、変な遺伝子

になってしまう事があります。その変な遺伝子を持った細胞が生き延びてどんどん際限なく増

えてしまうとがんに発展していきます。元来、がん細胞になる遺伝子を人の体は持っています。

どのくらい持っているかは人によっても違いますが、排気ガスやタバコ、ウィルス、細菌、活

性酸素等の物質や慢性的な刺激、放射能などが、がん遺伝子が目覚めさせてしまうのです。目

覚めさせだけではがんは発生しません。がん遺伝子が目覚めさせられた細胞はその遺伝子を修

復、あるいはアポトーシスといって自ら死滅したりリンパ球の一種であるナチュラルキラー細

胞（ＮＫ細胞）によって処理されます。また、がんを抑制する遺伝子もあります。がん抑制遺

伝子は自らの細胞ががん細胞として増殖するのを防げるということです。がん抑制遺伝子が変

化してうまく働かなくなった場合にもがんが発生すると言われています。
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がんの種類

ここまでがんの発生や発育のお話をさせてい

ただきましたが、ここからがんの種類について

お話しをいたします。がんは大きく分けて2種

類のものがあります。体の外側に面した部分に

できるがんと内側にできるがんです。外側に面

した部分にできるがんを「上皮性の腫瘍」、体

の内側にできたものを「非上皮性の腫瘍」いわ

ゆる肉腫といい、骨肉腫がその一つです。人の

体は外部環境に面しているところには必ず上皮

というものがあります。皮膚もそうです。皮膚

の表面も口の中の表面も上皮というもので覆わ

れています。お風呂に入っても水が体の中に染

み込まないのは上皮があることによって、体の

中に水が入るのを防いでいるからです。口から

食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門まで、

ずっと外と交通しています。つまり胃とか小腸

などの管の内部は体の外に面しているのです。

お腹の中という言い方をしますが、外と交通し

ているところは上皮に覆われています。口の中

の話に戻りますが、図-3左の写真は舌ですが、

顕微鏡で見ると、図-3右の写真のように外側を

覆っているのが上皮で、外側と内側を分けて内

側を守っているのです（図-3）。図-4左の写真に

は口の中に何か白いものができています。ぬぐ

って取れるものはカンジダ症といって、真菌の

場合が多いのですが、ぬぐっても取れないもの

は、遺伝子が変化している可能性があります。

顕微鏡の像で見ると角質が厚くなってしまって

垢として落ちてくれないのです。このようなも

のを白板症と診断されますが（図-4右）、これは

「前がん病変」と言って、がんになりやすく、

おおよそ2～5％くらいがん化してしまうという

報告があります。図-5左の写真は何でしょう。

何か白いものが膨らんでいます。通常、角質は外側に位置しなければいけないのに、体の中に

角質ができてしまい、どんどん体の中で増えてしまう「浸潤がん」というものに進展してしま

ったものです（図-5右）。
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おわりに

ご存じのとおり、消化管の入り口でもある口

は食道や腸管とは違って、歯や歯肉をはじめ、

舌など様々な器官が複雑な形をしています。複

雑な形態ということは、複雑な機能を備えてい

ると言っても過言ではありません。口腔がんを

早期発見、早期治療することが可能であれば、

口の機能をほとんど残せることにもなるので

す。歯というのは使っているうちにだんだんす

り減っていき、場合によっては尖ってきてしま

うこともあります。あるいは合わない入れ歯を

使っていたりすると口の中の粘膜に傷ができま

す。傷ができると体は治そうとします。治そうとする時に細胞は活発に分裂します。分裂が多

くなればなるほど変化した遺伝子を持つ細胞ができる確率が高くなります（図-6）。

口の中は自分でも直接見る事ができます。見て何か疑問がありましたら、東京歯科大学千葉

病院を受診して、いつまでも健康な口の状態を維持しましょう。
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講演２
「口腔がんのセルフチェック…
こんな症状は注意が必要です」

●
東京歯科大学口腔がんセンター長　教授

片　倉　　朗
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口の粘膜も歯科医師の守備範囲です

皆さんこんにちは、東京歯科大学口腔がんセンター、センター長の片倉と申します。今日は皆

さんが日常でどのように自分で口の中の病気をチェックをしたらいいか、こんなときは病院に行

った方がいいのではないか、専門の先生に診てもらった方がいいのではないかという、セルフチ

ェックの方法を主にお話をしたいと思います。

また、タバコやお酒などが口の粘膜にどんな影響があるかについてもお話します。

歯科で扱う病気はむし歯と歯周病だけではなく、口の粘膜にできる病気もその守備範囲です。

ちなみに30年前、日本人で中学生になった時（12歳）に治療した歯が何本くらいあったかという

と、10本近くありました。現在は平均1.3本位です。新潟県は0.89本ですから、新潟県では歯医者

さんで歯を削られた経験を持つ子供は非常に少ないということになります。逆に生活習慣病とし

てとらえられる歯周病や、高齢化社会が進むにつれて口腔粘膜の病気が増えてきています。お口

の中をご覧になっていただくとわかりますように、口の中は歯が占める面積よりも粘膜の面積の

方がはるかに大きいのです。この粘膜の病気も我々歯科医師の守備範囲であることをおわかり頂

きたいと思います。

先ほど松坂先生が粘膜の病気を示してくれましたけれども、どんなもので口の中の粘膜の病気

ができるかといいますと、生まれつきの発育異常や遺伝子の異常、ウイルスや細菌の感染、そし

て腫瘍です。お話しを聞いておわかりになったかと思いますが、腫瘍はウイルスとか細菌が原因

で腫瘍になることもあります。その他にアレルギーや粘膜の代謝異常、こういったもので粘膜の

病気が起きます。

老化で口腔粘膜の免疫力は低下・・・タバコは要注意です

老化が進むと口腔粘膜はどうなるのでしょうか。14歳の女子の口腔粘膜と74歳の女性の方の口

腔粘膜を比較してみましょう。上の茶色く染まっている部分が「免疫反応」で外部から細菌など

の病気に繋がる刺激が来たときに体が抵抗している反応です。14歳は表面だけが染まっています

が、ご高齢の方では下の部分まで茶色く染まっています。表面だけでは抵抗ができなくて中の方

まで細菌が侵入しているということになります。これが口腔粘膜の老化です。お肌のシワができ

るとかだけではなくて、粘膜の免疫反応自体も老化をしていきます。口の中には唾液1ml中に1億

個の細菌がいるといわれています。ですから口の中の免疫力が落ちれば、これだけ細菌がいるわ

けですので当然粘膜の病気も起こりやすくなります。これは歯肉に病的な変化があるというのを

年齢ごとに厚生労働省が調べた統計です。今お話した内容を裏付けるように、高齢になるほど口

の中の粘膜の病気は増えています。細菌やウイルスに対する抵抗力が弱まりますので、粘膜の病

気も起こりやすくなっていきます。

口の中にできるがん、口腔がんについてはどうかでしょうか。こちらは先進国の口腔がん患者

さんの数ですが、10万人に対してどれくらい起きているかという統計です。フランス、イタリア、

アメリカ、イギリスといった国で1980年くらいを境に右肩下がりになってきています。男性も女

性も同じように右肩下がりですが、残念ながら日本だけは順調に右肩上がりになってしまってい

ます（図-1）。我々の守備範囲としているところで情けない話ですけれども、口腔がんの患者さん

は高齢者の方が増えているということもありますが、日本では若干対策が遅れているのが現状です。

第６回　東京歯科大学公開講演会
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これは国別の口腔がん患者さんの死亡率で

す。○印が大きい国が死亡率が高いということ

で、フランス、オーストラリア、チリが多いで

すが、何か共通するものに心当たりはないです

か？ワインという声が聞こえましたね、チリワ

イン、オーストラリアワイン、フランスワイン、

ワインを常飲している国が口腔がんの発生率が

非常に多いのです。後は、中国、シンガポー

ル・・・タバコの消費量が多いです。タバコや

アルコールの消費量は、口腔がんの発生率に非

常に関連しています。タバコは、Brinkman

Indexという指標があるのですが、タバコを吸

われる方は1日何本吸っているかということを

まず念頭に置いていただいて、1日20本吸って

いて25年ですと500になります。20×25＝500。

それとアルコール摂取量は、純アルコールのエ

タノールが日本酒1合で27gです。1合×飲酒年

数が60以上、1日2合ずつ飲んでらっしゃると30

年です。この指数で500以上、60以上になりま

すと口腔がんの発生率は疫学的に5倍くらいに

なります（図-2）。一旦タバコをやめてもこの指

数は変わりません。蓄積されたものになってき

ます。吸われている方は早めにやめてもその前

の部分がありますので、遅いとは言いませんが注意していただきたいと思います。タバコの包装

の脇に小さい字でこう書いてあります。「心筋梗塞がおきます、肺気腫がおきます。」これは今年

から全国発売されているタバコですがここに「たばこの使用はあなたにとって口腔がんの原因の

一つとなります」と書いてありまして、やっと日本たばこ産業もタバコと口腔がんの関連をパッ

ケージに書いてくれるようになりました。タバコとお酒、特にタバコは口腔がんの発生に関与す

ることが明確になっていますので、タバコはやめていただきたいです。

図-2

図-1
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口腔粘膜の病気はこう見える

では実際口の中の粘膜にどういった症状が出て

くるかといいますと、水ぶくれやただれてきた

り、床ずれのような状態の潰瘍ができてきたり、

先ほど出てきた白い病変、など様々です。疲れ

た時などにどの方も経験があるアフタ性口内炎

はしょう油やすっぱいものがしみたりして非常

に憂うつです。単発で白くなった周りが赤っぽ

かったりしますが、だいたい1週間くらいで治

ります。疲れなどで免疫力が落ちれば水ぶくれ

を症状とするヘルペスができます。皆さんには

聞きなれない名前ですが粘膜の病気で多いのが

「扁平苔癬」です（図-3）。頬の粘膜の両側に網

目状に白斑が出てくる病気ですが、糖尿病や肝

炎の方に多く発症します。原因は粘膜の部分的

な免疫異常と言われていて、進みますと赤いた

だれがひどくなりたりしみたりすることがあり

ます。ご高齢になってきて寝たきりになってし

まったり、体力が落ちてきたりすると、もとも

と口の中にいるカンジダ菌がふえて口の中全体

に白い牛乳カスのような口腔カンジダ症という

カビが発生します（図-4）。義歯もその棲みかで

不潔にしていると発生します。今説明した病気

はがんではないのですが症状は初期の口腔がんの症状に似かよった症状を呈します。いずれも1

週間くらい様子を見て治らないようなものは、病院にお越しいただくのがよいと思います。心配

になって眠れなくなってしまうようであれば、専門医に診てもらって「大丈夫です」と太鼓判を

押してもらうのが一番いいのではないかなと思います。

日頃のセルフチェックとかかりつけ歯科医での検診が大切

それでは普段からどういったチェックをしたら良いのでしょうか。主に症状と色と形で見分け

ます。まずは症状、白っぽいできものがあってこすってもとれないようなできものがずっとある、

赤くただれていてしみるもの、さわると痛いもの、傷や口内炎ができて2週間以上治らない、触

ってみると固いしこりがある場合、抜歯したけれどもなかなか傷が治らないで痛む、あるいは傷

が広がってしまった、唇がしびれる、こういった症状はいずれも口腔がんの初期症状の場合があ

ります。こういった症状は注意しなければいけません。ただこのいずれも見ないとわからないも

のです。皆さんは今日、歯を磨いた後に口の中は見ましたでしょうか。おそらく1週間以内で舌

を出したり、頬を引っぱって歯肉を出したりして鏡の前で見た方はいらっしゃらないかと思いま

す。例えば胃の検診でしたらバリウムを飲んでレントゲンを撮ったり内視鏡を入れたり、大腸も

図-3

図-4
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内視鏡で診ます。乳がんでも超音波検査などを

行います。そうしないと臓器中は見えませんが

口の中だけは皆さんがご家庭で見ることができ

ます。そこが口腔がんの早期発見の鍵です。自

分で、あるいはかかりつけの歯科医師に定期的

に見てもらっていれば早く発見できる、それが

口腔がん予防になります。

色で見分けるのが一番分かりやすい方法です。

舌の脇、歯肉、頬の粘膜にこのように白いでき

ものがあってこすっても取れないもの、あるい

は赤くただれている、赤く腫れている、触ると

出血するもの、時として墨のように黒くなった

変化も注意が必要です。特に白いもの、赤いも

のは要注意です。これは「白板症」（図-5）とい

う病気ですが、「前がん病変」といって、放置し

ておくとがんになる可能性があります。日本人

では3～5％くらいの割合でがん化します。白板

症でもいろいろなタイプがあります。特にこの

ように白く広範囲のもの、濃さが変わっている

もの、薄くても範囲が広いもの、はっきりしな

くてまだらになっているもの、このようなもの

は要注意の白板症で、もしかすると一部分が既

にがんになっている可能性もあります。これは「紅板症」です（図-6）。頬の粘膜が赤くただれ

ています。総入れ歯を入れている方ですが入れ歯があたる部分とは関係ない所が赤くただれてい

ます。紅板症は50～60％くらいの確率でがんになります。したがって紅板症の場合には、すぐに

口腔がんに準じた対応を取ることが大切になります。

ちなみに実際に前がん病変が口の中でどのように大きくなっていくのかといいますと、ここに

白板症、白いものと潰瘍の二つの病変が複合した状態です。実はこの状態でがんになっているの

ですが、患者さんが治療をすることに納得できず様子を見てしまい病院に来なくなりました。6

ヶ月経つとこのような状態になってしまいます。この状態から半年でこれだけ進み大きくなって

います。こうなってしまうとがんは舌の半分を超えて入り込んでしまいます。最初の段階で手術

をした場合は舌の部分的な処置で済みましたが、残念ながらこの状態まで進行すると舌の半分以

上を手術で取らなければならない事態になってしまいます。ですから早期発見、早期治療は患者

さんの治療後の生活の質の維持に大きく影響します。

次は形です。出血を伴う潰瘍、赤いただれ、カリフラワーのような腫瘤といったようなものが

1週間以上治らなかったら注意しなければいけません。

歯磨きのとき週に1度はすごろくのように口の中を全部1周見ていただくことが大切です。先ほ

ど白、赤、黒など色のお話をしましたが、白いのはわかりやすいですが、赤くなっているのは

図-5

図-6
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元々口の中の粘膜が赤いためわかりにくいので

注意が必要です。普段から健康な状態を見てい

ただいて、ちょっと赤いなといつもの状態と比

較して見ることが重要です。自分で見る時は左

右の頬を両手の指で引っぱって見ていただくと

口の中が見渡しやすくなります。意外と見落と

しやすいのは舌の下です。もちろん、口の粘膜

を見る時には入れ歯は外して下さい。この方は

入れ歯が合わなくて噛むと痛いと言って私達の

外来を受診された方ですが、入れ歯を外してみ

たら歯肉にがんが見つかりました。ただ非常に

小さい範囲でしたので手術をして、また入れ歯を入れて噛むことができるようになりました。と

はいえ、鏡で自分の口の中を見るのは光が入りにくかったりして難しいものです。自分では判断

がつかなければ、歯科医院に行って診ていただくことも必要ですし、お近くの方でしたらこの千

葉病院にお越しいただければと思います。ご自分で見る以外に3ヶ月に1回は歯科のかかりつけの

先生に歯のチェックをしてもらう時に一緒に歯肉などの粘膜も診察してもらうことが大事です。

この中で胃がんや食道がん、大腸がんの治療のご経験がある方は口の中のがんも要注意です。

特に食道がんや胃がんができた方は約15％の割合で口の中にもがんができることが分かっていま

す。私達の施設では口腔がんの患者さんには治療前に上部の消化管（食道、胃）の内視鏡検査を

行い他の部位のがんの発見にも寄与しています。

これは国立がん研究センターが出している「がん予防の12ヶ条」です（図-7）。「バランスとれ

た栄養をとる」「変化のある食生活」は、まずしっかり噛めませんとできません。お酒タバコは

ほどほどにしないと口の中だけではなく全身のがんに関係します。あまり熱いものはよくないで

す。焦げた部分を食べるのも避けて下さい。それから口の中を清潔にしていただくことがやはり

口腔がんの予防につながります。もし気になる症状がございましたら、本学千葉病院の口腔外科

を受診していただきたいと思います。

しっかり口で食べられるというのは、がんの予防だけでなく全身の健康につながります。歯科

医療は皆さんの長寿社会を支える根本になっていますので、ぜひともお口の中の健康に目を向け

ていただきたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。

図-7
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本日、私は「口腔がん検診」についてお話い

たします。口腔がん検診は今年で20年目になり

ます、その20年間のあゆみについてお話させて

いただきたいと思います。

歯科に行けばむし歯や歯周病を診ることだ

け、このようなイメージがかなりあったのかと

思います。しかし、私たちは歯や歯肉だけでな

く、頬の粘膜、舌など、広い部位を本来は守備

範囲にしています。ですから、この部位にでき

るがんも治療するということです。

がんの話をする前に、少し難しい話ですが、

がん対策基本法が平成19年4月から施行されて

います。この基本法で重要なことは私達のよう

な医療者の責務を明らかにするだけでなく、国

民の責務も明らかになっていることです。がん

対策基本法の基本理念ですが大まかにお話する

と、3つの項目が挙げられます。①がんの予防

や、研究などの成果を臨床に活用することで治

療の技術の向上を図ること。②がんの患者さん

がその居住している所に関わらず、同じような

治療が出来るように全国の治療レベルの均てん

化が目標とされています。③がん患者さんがお

かれている状況に応じて、本人の意志でどのよ

うな治療を受けるか決定できること。それが明

文化されているのです。

聞き慣れないところでは、「国民の責務」が

あります。国民は喫煙、食生活、運動その他の

生活習慣が健康に及ぼす影響等、がんに対する

正しい知識を持たなければならない、そしてが

んの予防に必要な注意を払うように努めるとい

うことが、この法律で国民が持つべき責務とし

て上げられているのです。簡単に言い換えると、

医療を受ける側の皆さんも自分の健康に責任を取ること、ということになります。ですからこの

講演会はとても意味がある場になっているかと思います。（図-1～3）

図-1

図-2

図-3
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口腔がんの検診というのは全然聞いたことな

い方もいらっしゃると思います。千葉市では年

に1回「むし歯の日」近くの日曜日に「千葉そ

ごう」の催し会場でやっています。がんの検診

は、胃と子宮頸がんと乳房がんと肺がん、大腸

がんの5つの検診は、その結果の科学的根拠が

しっかりしている検診と言われています。検診

の受け方としては、例えば40歳を越えたらば胃

がんの検診を受けてくださいと市などの地方公

共団体の方からお知らせがきます。しかし、残

念ですが口腔がんの検診は、まだ地方自治体か

らのお知らせが来るほど認知されてはいませ

ん。地域によってはむし歯や歯周病を中心とす

る口腔検診の中に口腔粘膜についての項目が追

加されたところもあるようですが、口腔がんの

検診には至らないのが現実です。

がんに対する戦略として、第一次予防、第二

次予防というのがあります。第一次予防に関し

てはがんにならないことを目的とした発がんの

予防です。1個のがん細胞が出来るまでの過程

を防止する。タバコを止めましょう、お酒を控

えましょう、このような項目となります。第二

次予防としては発がんしてしまった後、そのがんで死亡しないことを目的とした予防。早期発見、

早期治療ということになります。本日は、この第二次予防を主に今回考えて行きたいと思います。

（図-4）

検診では口腔がんの早期発見、だけでなくその他の口腔粘膜疾患を発見することも大切な項目

です。過去、歯科医院に行って、歯しか診てくれない歯周病しか診てくれないということがあり

ました。そのようなことにならないように、私達は検診を通して皆さんの口の中の検診を主催し

ていただいている歯科医師会の先生方にも、口の中の粘膜を診ることが大切なのだということを

お教えしているつもりです。これは、学生の教育にも反映しています。口腔全体が見れる、口腔

だけではなくて口腔を取り巻く皆さんの体全体が分かる歯科医師を育てるのが私達の目標であり

ます。（図-5）

図-4

図-5
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では、口腔がん検診にはどのようなものがあ

るかと申しますと、千葉市歯科医師会は2種類

の口腔がん検診を主催しております。一つは先

ほどお話ししました「千葉そごう」の催し物会

場に集まっていただいて行うという形の集団検

診があります。もう一つは個別検診といって、

歯科医院に行ったときに口腔の粘膜がどうなっ

ているか1対1で診ていただく形の個別検診とな

ります。この講演会では、主に集団検診のこと

についてお話したいと思います。

千葉市の口腔がん検診は1992年から千葉市の

歯科医師会の事業として20年間継続してきており、私達は検診の委託を受けて参加しています。

20年前というと、世界ではスペースシャトルエンデバーで毛利さんが宇宙に行きました。日本の

国内ではハウステンボス、東海道新幹線のぞみが営業開始して20年です。たった20年と思う方も

いらっしゃるかもしれませんが、同時期に検診を行っていた地域もありましたが、途中で予算の

関係等により単発で終わってしまったところが多く、20年間継続しているのは千葉市だけなので

す。その後検診を始めた地域もあります、後ほど紹介します。この長い20年の間に3429名の方に

受診していただきました。なんらかの病変が見つかって医療機関に紹介した方が200名弱いらっ

しゃいます。そのうちの3名で口腔がんが見つかりました。

集団検診の流れですが、対象は40歳以上の男女の方です。募集の方法としては、千葉市の広報

もしくはホームページ上で公募をして予約制になっております。誠に申し訳ないですがやはりマ

ンパワーの問題で200名くらいでマックスになってしまいますので、先に予約をしていただきま

す。予約をして、そこで時間が振り分けられます。その時間によって受診者が受診表を持って受

診会場へ行っていただく形となります。そこで私達が担当して拝見して、特に問題がないようで

あればその場で終了。これがほとんどの場合ですが。そこで、色々問題があります、要するに口

腔がんや粘膜の問題だけではなく、歯科相談のようなことも少しあります。だいたい皆さん何ら

かの質問を投げかけてきてくれるんです。そういうところで指導をしていきます。専門的な歯科

の質問については歯科医師会の方で対応していただき、日頃から口の中をしっかり見てもらうよ

うにとお話して終わります。反面、何か問題があった場合は、高次医療機関に紹介となりますが、

その場合には私共の東京歯科大学千葉病院もしくは千葉大医学部口腔外科、場合によってはお住

まいの近くの病院へご紹介いたします。その後、様々検査をし、経過を見るだけでよいのか、治

療をしていかなければいかない状態なのかを見極めていって治療に入っていくことになります。

（図-6）

会場の風景ですが、プライバシーが守れるようにパーティションがしっかりしていて周りから

見えないようになっています。この中で1対1でお話をしていく形になります。

このようながん検診のメリットというは、早期発見が出来る可能性があるのだということ。そ

れによって早期の治療をすることが出来る。これによって、肉体的・精神的・経済的負担が軽減

されるわけです。先ほど片倉教授のスライドにも経過を見ている間に大きく腫瘍が増殖した写真

図-6



19

がありました。最初の段階で早期に治療をして

いれば舌の表面を少し切っただけで済むかもし

れません。そうすれば、肉体的な、精神的な負

担というのは無くなってくるでしょう。やはり

舌を2／3くらい取れば、その部分は何かで補っ

てあげなくてはならない可能性があります。入

院期間も長くなります。それによって経済的な

負担も大きくなるわけです。また、大きな病気

になればなるほど、飲み込む機能も元に近づけ

ることも出来なくなってしまうということもあ

るのです。

現在まで20年間の受診者は3429名です。初年

度の1992年、52名からスタートしました。やは

り疑問なことや、不安なことがあっていらして

いるので、しっかりお話するために、予約制を

取らせていただいています。おおよそ毎年200

名前後が上限かと思います。（図-7、8）

千葉市の集団検診の成績ですが、がんであっ

た方が3名おりました。がんの発見率0.09％です。

他の医科のがん検診を見ていただくと、例えば

肺がんは0.05％、子宮がんは0.06％、母集団（受

けていただいている数）が全然違いますのでそ

のままイコールで比較は出来ないですが、意義

のある発見率ではないかと思います。高次医療

機関への紹介として、私たち東京歯科大学が紹

介を受けた方は169名、そのうちの3名が悪性腫

瘍でした。その他は様々な口の病気があり治療

に入らせていただきました。がんと診断した3

名は、男性1名と女性2名でした。病気の部位は

舌が1人と上顎が1人と顎下腺が1人ということ

になります。検診の動機は、1人の方は痛みだ

ったとのことです。この方が舌のがんでした。

検診の特徴的としては、このような口の中のがんの検診があったから来てみた、その様なかたも

いらっしゃることです。そのような方が増えてくるといいのではないかと思います。（図-9）

千葉市のことばかりをお話しておりましたが、東京歯科大学千葉病院が担当している口腔がん

検診は、千葉県のかなりの地区でご協力させていただいております。市川市と浦安市に関しては

私共の系列病院である市川総合病院で担当しておりますので、このエリアの方は検診を受けてい

ただけると思いますので、地域の歯科医師会の方へ確認していただければと思います。また、東

図-9

図-7

図-8
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京方面へも協力の輪が広がりました。昨年（平

成22年）から練馬区、今年（平成23年）から江

戸川区、世田谷区、埼玉県越谷市の担当をする

ようになりました。千葉市で培った実績を広げ、

口腔がんだけでなく口腔の粘膜の病気で悩む方

をゼロにしていきたいと思います。（図-10）

口腔がんの検診を各都道府県の歯科医師会で行

っているか、今後行う予定があるのかというアン

ケートを取ってみました。2008年の回答では、こ

のように26％の都道府県で「はい」（行っている）

という回答になりました。このときはまだ「いい

え」が74％でした。この二年後にもう一度同じ調

査を致しましたら、「はい」の回答が44％なのです。

あとは「実施していた」というのが10％あります。

実は半分以上の都道府県で始まっているのです

が、「実施していた」と過去形で回答してきてい

るので、先ほどお話ししたように予算の関係があ

るのか、単発で終わってしまったのか、残念な状

況でした。検診の開催が多くなれば、口腔がん撲

滅に近づくものと思います。（図-10-1，2）

口腔がんのできる部位は舌、下顎の歯肉、上顎

の歯肉、という順番になってきます。今回はポイ

ントを絞り特に注意の必要な状態を示します。白

いもの、赤いものをしめします。口の中の病気で

は、紅白はおめでたいことではありません。「白

板症」、「紅板症」という状態で、このような病気

は危険でがんの手前の状態で、前がん病変ともよ

ばれます。「白板症」というのは、このように白

い病変です。「紅板症」は少し赤っぽくなった病

気ですが、口の中の赤い粘膜の中でさらに赤いで

すから、元々の状態をよく観察しておいた方が良

いと思います。「白板症」と、「紅板症」の方は

3429名のうち18名見つかっています。「白板症」は5％くらい、「紅板症」は50％くらいの方でがんに

なると言われています。この18名の内訳からすると、場合によってはこの中の半分近くの方が将来

がんになったかもしれないのです。

検診後の流れですが、異常がないといわれた場合には、また次回の検診もしくは歯科医院での3

ヶ月くらいの経過観察になるわけです。異常があった場合には精密検査ということになります、細

胞の検査や組織の検査、CTの検査を行った上で「がん」だということが分かれば、治療に入って

図-10-1

図-10-2

図-10
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いくことになります。この精密検査の中で異常

なしや良性の病変であればまた経過観察、もし

くは良性の病変であっても治療の対象であるも

のであれば治療をしていくということになりま

す。がんの治療というのは、大まかに3つ。外科

療法、放射線療法、化学療法、またそのコンビ

ネーションがあります。病気の種類や場所によ

って様々に対応して方針を立ててゆきます。

患者さんを取り巻く環境は、口腔外科、頭頸

部外科、形成外科、耳鼻咽喉科、放射線科、な

ど医科の先生も含み広い範囲になります。口腔

がんの手術を行うと、口の中のケアは普通の方

より注意深く行う必要があります。また、術後

飲み込み損じがあるようであれば、飲み込みの

練習をする事も必要となるわけです。昔は病気

を取って生きてさえいればという時代が、どの

診療科でもあったと思います。ですけど、今は

それではいけない、私達歯科医師が口腔がんの

治療をする最終目標は口から食事を摂ってくれ

ること。それができるのが私達ががんを扱ってい

るメリットです。ですので、栄養摂取の部分まで

サポートしなければいけないのだということで

す。このようにたくさんの業種の人達が集まっ

て今日のがんの治療が行われています。（図-11）

がん検診で発見された舌がんの方は、初期の段

階でした。術後14年経過し、元気で過ごしていら

っしゃいます。この方は、口腔がん検診の企画の

広報を診なければ、我慢したかもしれないと話し

ていました。ぜひ広報に目を通してください。他

にも大切なことが書かれています。

日本の口腔・咽頭がんの5年生存率は50％程度

と言われています。当院の5年生存率をしめしま

す。小さいものであれば91％の治療成績があります。すこし大きめのものでも65％くらい。平均す

ると80％くらいの5年生存率です。口腔がん検診を20年間続けた効果なのか、小さなものが増えて

きました。1992年から2001年までの10年間では大きな病気の方が若干多かったです。それが、口腔

がん検診が10年くらい経過してから去年まででは、小さな病気が増えてきました。ですので、私達

としては口腔がんを見つけようという意気込みが歯科医院にも浸透してきただけではなくて千葉市

の口腔がん検診が皆さんの気持ちの中にも浸透してきていると思っています。（図-12，13）

図-11

図-12

図-13
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個別検診について少しだけ紹介します。前に

紹介したのは集団検診といって「千葉そごう」

に集まっていただく検診の方法です。個別検診

というのは今通っていらっしゃる歯医者さんで

診てもらうものです。これはやはり訓練を積ん

だ人でないと診れませんので、誰でもという訳

にはいきません。千葉市歯科医師会の訓練をし

ていただいた先生が担当します。口腔粘膜を診

てもらい、何らかの病変があれば細胞の検査ま

でを行う検診をしております。検査結果が届い

てきて歯科医院でお話をしていただくというシ

ステムです。そこで何か問題があれば私共の病

院を紹介していただくという形を取っています

ので、そこも安心というわけです。（図-14）

歯科医師会の先生方にもいろいろな病気や検

査の知識がしっかりしていないと問題がありま

す。休日に研修会を行い研鑽を積んでいただい

ています。ですから、ぜひ歯科医院の先生方に

もいろいろ質問してあげてください。研修の成

果の復習となると思います。

最後に、私達の胸に付けておりますバッジで

すが、赤と白のホワイト＆レッドリボン、健康

な歯と健康な歯肉を表現しております。乳がんのピンクリボン運動をはじめとして、各がんでリ

ボンの色が決まっています。まだ、全国的なものではないですが、これから全国区にしていく予

定です。（図-15）

自分自身も、皆さんの健康な口腔を維持できる歯科医師になっていきたいと思います。また、

大学ですから教育もしています。歯を見るだけでなく、粘膜も見れる良い歯科医師を数多く育成

してゆきたいと思います。

図-14

図-15
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知りましたか。（複数回答あり）
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2回目�
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今回が初めて�
59％�

2. 今回の公開講演会は
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普通�
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3. 講演内容はいかがでしたか。 4. 講演時間はいかがでしたか。 5. 会場の設備はいかがでしたか。
（広さ、音響等）

6. 講演会は今回で何回目の
ご参加ですか。

8. 本会場までの交通手段を
お聞かせ下さい。

9. 職業等をお聞かせ下さい。
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男 44％�
女 56％�

7. 性別、年齢、お住まいをお聞かせください。

10. ご意見・ご要望等がございましたらご記入下さい。

・大変わかりやすく興味深い内容の講演で、とても参考（勉強）になりました。
有難うございました。…………………………………………………………………………………………31人

・「口の中のセルフチェックをやってみようと思った」
「口腔がんや検診に対する意識やＰＲがもっと必要と思った」
「専門用語を避けて話されててわかりやすかった」
「定期的に歯科に通う意味がわかった」等、講演内容の感想。……………………………………… 13人

・このような公開講演会を継続して実施して欲しい。来年も期待している。………………………… 12人

・次の講演希望内容（口腔がん・口内炎・ヘルペス・高齢者の口腔ケア・歯周病・再生医療）……… 5人

・講演会の告知についての希望
（市政だより、千葉病院窓口のテロップ、チラシの広範囲への配布等）…………………………………4人

・地域に東京歯科大学があり、心強く思った。………………………………………………………………3人

・声が聞き取りにくかった。（マイクの距離？）………………………………………………………………2人

・講演後、希望者の検診があると更にいいと思う。

・年に2、3回の開催があればいい。歯科の重要性をわかってもらえると思う。

・毎回若い方が少ない。特に若いお母様方に大切な歯の話を聞いてもらいたい。

・歯の大切さを孫達にしっかり指導したいと思う。

・開催の時期は夏以外にお願いしたい。

・質問の時間が短い。

・歯ブラシまでいただけるとは思わなかった。

21歳～40歳�
7％�

41歳～60歳�
16％�

61歳以上�
77％�

美浜区（真砂）�
38％�

美浜区�
（磯辺）�
16％�美浜区（高洲） 9％�

美浜区（高浜）�
3％�

美浜区（その他）�
3％�

千葉市その他�
2％�

花見川区 10％�

千葉市以外 8％�

稲毛区 11％�
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案内チラシ
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