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調査・統計

開業医・病院歯科における口腔細胞診の統計的研究

鷲見正美 1)2)、松坂賢一 1)2)、明石良彦 1)2)、Tungalag	Ser-od 1)2)、AL-Wahabi	Akram 1)2)、


井上健児 2)、中島　啓 1)2)、國分克寿 1)2)、橋本和彦 3)、村上　聡 1)2)、井上　孝 1)2)
 

1) 東京歯科大学、臨床検査病理学講座


2) 東京歯科大学、口腔科学研究センター


3) 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理

抄　録

目　的：開業医における細胞診の実施状況、細胞診が担う口腔がんの早期発見・早期治療

への役割について考察し、一般開業医での細胞診の活用と今後の展望について検討した。

方　法：本研究は 1993 年～ 2016 年 8 月までに東京歯科大学で受託した一般開業医から

の細胞診受託件数を集計し、各年齢層の患者の男女別人数、採取部位別症例数、臨床診断

別症例数、病理診断結果について統計的に検討した。

結　果：1993 年 3 月～ 2016 年 8 月までの細胞診受託件数は 1122 件あり、2011 年を

境に急激な増加を認めた。患者の年齢層は 70歳代が最も多く、男女別では女性が多かった。

また、舌側縁部からの採取が多く、臨床診断名は白板症が最も多かった。病理診断結果は

30例で陽性であり、その内 5 例は良性の臨床診断名であった。

結　論：口腔がんの早期発見を目指すには診療時の口腔内の視診・触診とともに細胞診の

実施が有効であり、今後ますます増加すると予想される。

Key	words：oral	cytology,	Liquid-based	cytology,	pathological	diagnosis

受付：2017 年 1 月 19 日　受理：2017 年 2 月 20 日

緒　言 な器官であるため、びらんや潰瘍、火傷等の外傷性

　本邦における口腔がんの罹患数は 1975 年には の口腔粘膜疾患の発現頻度が高く視診、触診での口

2,100 人であり 2005 年には 6,900 人へと増加し、 腔がんとの鑑別が困難な場合が多い。また、口腔が

2015 年には 7,800 人になると予想された 1)。早期口 んに対する患者側の意識も低く、生検、組織診といっ

腔癌の 5 年生存率は約 90％とされる 2) が、口腔癌お た侵襲性の高い検査方法に対して自覚症状がない症

よび咽頭癌における死亡率も人口 10 万人に対して 例に対しては特に患者の同意を得られにくい。そし

1975 年では 1,302 人、　2005 年では 4,500 人であ て、歯科医師側も歯列や舌などで視診・触診しにく

り、2014 年では 5,912 人と増加しているのが現状で い口腔粘膜部位における口腔粘膜疾患の早期発見に

ある 3)。 は熟練を要する。このような要因が重なり、口腔が

　口腔は直視可能な部位であり、本来口腔がんは早 んは早期発見・治療へと結びつきにくい。

期発見・早期治療が可能なはずである。しかしながら、 　超高齢社会を迎え、患者層が高齢化する中、一般

口腔は摂食嚥下機能を有する唯一の器官であり、口 開業歯科医院あるいは病院歯科の歯科医師の役割は

腔粘膜は食物摂取に伴う外的刺激にさらされた特殊 口腔から全身の健康管理を担う立場にある。日頃か
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ら口腔粘膜疾患の有無を精査し、口腔がんと鑑別を

することがますます重要である。自覚症状がない粘

膜疾患に対しては患者の同意が得られやすい、侵襲

性の少ない検査方法が有用であり、その検査方法の

１つに細胞診が挙げられる。

　細胞診とは 1942 年に Papanicolaou が染色法であ

る Papanicolaou 法を発表し、1943 年に子宮がん症

例で異型細胞を報告したのが始まりであり、日本国

内では 1967 年から子宮頸がん検診に用いられてい

る。細胞診の口腔への応用は、口腔が解剖学的に直

視可能で生検の適応範囲が広いためにその必要性が

重要視されずに遅れを取っていた 4)。細胞診には擦過

細胞診、捺印細胞診、穿刺吸引細胞診、圧挫細胞診

があり、口腔の粘膜病変の検査法として一般的な細

胞診は擦過細胞診である 5)。これは、サイトブラシや

歯間ブラシを用いて口腔粘膜上皮を繰り返し擦過し

細胞を採取し、固定・標本作成を行い、顕微鏡下で

細胞異型を観察する検査方法である。正常細胞と比

べて病変部の細胞の細胞異型の程度を観察し、生検

の必要性を判断する。

　本研究は、1993 年 3 月～ 2016 年 8 月までの東

京歯科大学で受託した一般開業歯科あるいは病院歯

科からの細胞診受託件数、患者の各年齢層における

男女別人数、採取部位別症例数、臨床診断名別症例数、

病理診断結果について集計・調査し、一般開業歯科

あるいは病院歯科における細胞診の実施状況や口腔

がんの早期発見・早期治療を目指す上での細胞診の

重要性を考察し、患者のホームドクターである一般

開業歯科医あるいは病院歯科医での細胞診の活用と

今後の展望について検討した。

材料および方法

　1993年 3 月～ 2016 年 8 月までの東京歯科大学で

受託した一般開業歯科あるいは病院歯科からの細胞

診件数をもとに、患者の性別・年齢、採取部位、臨

床診断名、病理診断結果の集計を行った。

結　果

1）一般開業歯科あるいは病院歯科からの細胞診受託件数

　細胞診総受託件数は 1122 件であり、1993 年～

2001 年までは受託件数は 0~ ７件であった。2002

年は 24 件と前年の３倍以上の受託件数となり、

2010 年は 69 件であった。2011 年になると 145 件

と急激な増加を認めた。 1993 年 3 月～ 2016 年 8 月

までの間で、 2013 年の 161 件が最高値であった（図

１）。

図１　開業歯科医院からの細胞診受託件数の推移
開業歯科医院からの細胞診受託件数は 1993年 3月はわずか１件であり、1994～ 1995年は 0件であった。 1996年は 2件あったが、
1997 年から 1998 年は再び 0 件であった。1999 年になると 4 件、2000 年が 2 件、2001 年が 7 件、2002 年が 24 件と徐々に
増加傾向を示しはじめ、毎年増減はあるものの 2010 年には 69 件を記録した。2011 年は前年数よりさらに増加し 145 件となり、
2015 年まで毎年 100 件以上の受託数があった。 
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表１　採取部位別症例数

部位 症例数 割合（％）
舌 395 34
頬粘膜 210 18

下顎大臼歯部歯肉 197 17
上顎大臼歯部歯肉 127 11
口蓋・軟口蓋 79 7
口　S唇 41 4

上顎前歯部歯肉 37 3
下顎前歯部歯肉 21 2

その他 42 4

最も多い採取部位は舌側縁であり、次いで頬粘膜、下顎臼歯部
歯肉であった。歯肉では前歯部よりも臼歯部からの採取数が多
かった。その他には舌扁桃、咽頭部などがあった。

2）患者の各年齢層における男女別人数

　2～ 102 歳以上までの各年代別の男女合計の患者

数で、70 歳代が最も多く 297 人であった。次いで

60歳代 271 人、50 歳代 185 人であった。全患者の

男女の割合は男性 46％、女性 54％で、女性の割合

が多かった。また、各年齢層においても、40歳代以

外では男性よりも女性の割合が多かった（図 2）。

3）採取部位別症例数

　採取部位別で最も多い部位は、舌側縁 395 例であ

り、次いで頬粘膜 210 例であった。歯肉全体として

は 382 例あり、部位別では下顎大臼歯部が最も多く、

次いで上顎大臼歯部、上顎前歯部、下顎前歯部の順

で多かった。（表１）。
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表２　病理診断の３段階評価

細　胞 ３段階評価
正常・良性異型 陰　性
良・悪のいずれも判定しがたい病変 疑陽性
悪性を強く疑う病変・癌 陽　性

病理診断は標本上の検体の細胞異型を観察し、陰性、疑陽性、
陽性の３段階評価をした。 

4）臨床診断名別症例数

　白板症が最も多く、次いで腫瘍・扁平上皮癌での

細胞診診断依頼が多かった（図３）。これらが全体に

占める割合は約 48.0% であり、半数近い割合を占め

る結果となった。また、扁平苔癬も多く、全体の約 9.6%

を占めていた。その他 128 例の内訳には、咬傷、舌

扁桃、舌痛症、肉芽、歯肉増殖症、歯周炎、膿瘍、瘻孔、

悪性黒色腫、舌炎、天疱瘡、帯状疱疹などがあった。

5) 病理診断結果

　病理診断結果は陰性、疑陽性、陽性の３段階評価

で行った（表 2）。陽性 30 例、疑陽性 41 例、陰性

1037 例、不適正検体 14 例である（表 3）。陽性 30

例のうち、臨床診断名が悪性を疑ったものは 25 例、

悪性を疑わなかったものは 5 例であった（表 4）。5

例の臨床診断名はそれぞれ、びらん１例、白板症２例、

潰瘍２例であった。

図２　各年代別の患者の男女別人数
患者の年齢は 2 歳～ 102 歳までであった。40 歳代から男女ともに 50 人以上になり、70 代が男女ともに最も人数が多かった。
80歳代からは男女ともに減少傾向を認めた。
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表３　病理診断結果別症例数

結　果 件　数 割　合
陽　性 30 2.7%
疑陽性 41 3.7%
陰　性 1037 92.4%
不適正検体 14 1.3%

陽性は 30 例で全体の 2.7％、疑陽性は 3.7％であった。
陰性は 1037 例で全体の 92.4％を占めた。

考　察

　開業歯科医院からの細胞診受託件数が 2011 年を

境に急激に増加した要因として、2005 年から東京歯

科大学では細胞診を液状化検体細胞診（Liquid-based	

cytology:	LBC 法）の液状処理細胞診システム（BD	

Sure	PathTM	MBL）にしたこと 6) により、従来の直

接塗抹法では必要とされた医院で行わなければなら

ない塗抹・固定にかける時間が短縮され、忙しい診

療時でも活用しやすくなったことや、一度細胞診を

行い経過観察となった患者に対してリコール時に再

度細胞診を行ったこと等が受託数の上昇につながっ

たと考えられる。

	　LBC 法は病変部をブラシで擦過し細胞が付着した

ブラシごと専用のバイヤルに入れ保存し（図 4）、検

査室で専用の機器を用いて細胞診標本を作製する

7)8) ため従来法と比較して歯科医師側がしなければ

ならない工程が簡便である。また、LBC 法では、従

来の直接塗抹法で問題とされた採取した細胞が上手

くスライドガラスに塗抹されずに不適正標本となる
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表 4　病理診断の陽性症例における臨床的な所見

陽性症例 件　数 割　合
臨床的に悪性を疑った症例 25 83.3%
臨床的に良性を疑った症例 5 16.7%

合　計 30 100%

陽性 30例のうち、83.3％が臨床的にも悪性を疑い細胞診を行っ
たが、16.7	% は良性所見での細胞診の実施であった。

可能性を減らすことができる 7,	8) ため、細胞の再採取

となるケースも減り一度の細胞診で診断結果を患者

に伝えることができる。ただし、ブラシでの擦過時

に十分な細胞数を採取できなかった場合は、不適正

標本となるため、しっかりとした擦過を行う必要性

は従来法と変わらない。

　各年齢層の患者の男女別人数において、40歳以降

の世代で受診人数が増加していることから 40 歳代以

降になると口腔粘膜になんらかの疾患が認められる

機会が増えることが考えられる。そして、男女比に

おいては、40歳代以外は女性が男性と同数又は多い

のは女性の方が口腔内の異変に気付きやすく、歯科

医院に通う時間も男性に比べて作りやすいことが考

えられる。しかし口腔がん患者の男女比は男性に多

い 9) ことから、歯科受診頻度の低い男性患者に対し

ては歯科医師側が積極的に定期検診時での口腔粘膜

病変の有無を診察する必要があると言える。

　採取部位別症例数では、最も多い採取部位は舌 4)

であり、口腔がんで発生頻度の多い扁平上皮癌も舌

図３　臨床診断名別症例数
臨床診断名で一番多い症例は白板症であった。次に多い臨床診断名は腫瘍・扁平上皮癌、扁平苔癬の順であった。

25



26

鷲見正美　他　開業医・病院歯科における口腔細胞診の統計的研究

に好発する 4) ため、口腔内を観察する際は舌の所見

をしっかりと観察することが重要である 10)。また臨

床診断名別症例数と採取部位統計結果の上位３つは

それぞれの病変と好発部位が同じであり、相関関係

が認められる。

　臨床診断名の中には、エプーリスや線維腫など細

胞診を行っても病理診断を確定できない症例名が散

見されることから、細胞診が感染症や悪性病変を疑

い細胞異型を診る検査であること自体がまだ広く認

識されていないことが示唆される。感染症を疑う症

例では、標本中に真菌や細菌、ウイルス感染した細

胞が観察される。悪性病変を疑う症例では、正常細

胞と比較して、核の腫大、核クロマチンの濃染、核

の大小不同、核形の不整、多核などの細胞異型が観

察される。	

　臨床診断名別症例数と病理診断結果より、臨床診

断名では悪性を疑わずに病理診断で陽性となった５

症例のそれぞれの症例数における陽性となった割合

は、びらん 3.3%、白板症 0.68%、潰瘍 2.6% であり、

これらの病変を発見した際に細胞診を行うことは有

用であることが伺える。臨床的に些細な変化であっ

ても細胞診を行うことで口腔がんの早期発見が可能

であり、早期治療へと導くものであると言える。

　また、今回の結果で不適正検体が 14 例（1.2%）あっ

た。ベセスダシステムによると適正検体とは、良好

に保存された扁平上皮細胞がスライド上に 8,000 個

以上認められること、固定不良などによる変性を認

めた場合、また細胞の判断を阻害するような要因を

認める場合は、スライドの 25% 以上の領域が良好な

状態に保たれていることとしている。また、液状検

体標本の適正検体は、細胞数の条件を 5,000 個以上

図４.	液状化処理細胞診システム
（左：BD	Sure	PathTM	MBL,	右：エンドサーベックスブラシ
TM,	MBL）

としている。この条件と比較して不適正検体とは、

①上皮細胞の数が少なく、評価に適さないもの（保

存状態の良好な扁平上皮細胞が従来法では 8000 個

以下、液状処理法では 5000 個以下）、②炎症性細胞

や血液にマスクされた場合、と定義されている 11) が、

これらの条件は子宮頚部標本の適正基準であり、口

腔においては具体的な細胞数は現時点では規定され

てないため、あくまでも参考とする必要がある 11)。

このように、細胞診の診断をする際にはまず適切な

数の細胞が採取されていることが前提となるので、

擦過細胞診における採取手技は丁寧かつ慎重に行う

必要がある。細胞診を行う際はまず口腔内の含嗽・

消毒を行い、食物残渣や細菌等の混入を防ぎ病変部

の細胞形態を診断しやすくすることが大切である。

口腔病変の細胞採取手技として、白色および赤色病

変（白板症、扁平苔癬、紅板症などの疑い）の場合は、

サイトブラシや歯間ブラシを用いて均一な圧力で 10

回程度擦過する。特に角化傾向の強い病変部は繰り

返し擦過し細胞を採取する。水疱性病変の場合は水

疱を潰して内容液を採取するか、痂皮の形成がある

場合は生理食塩水や滅菌水にサイトブラシを浸して

から擦過する。潰瘍性病変の場合は壊死物質が多く

病変部の細胞採取が困難になるため反復擦過を行う

必要がある 12)。

　実際に採取された細胞は炎症や出血、膿汁、細菌、

真菌などの背景所見と共に観察される 13)。これらの

背景所見は、細胞診断をする上で口腔粘膜細胞の異

型の観察をしにくくしてしまう一方で、病変部位の

状態を把握する情報にもなる。正常細胞や良性異型

細胞では比較的きれいな背景所見であり、炎症部位

では炎症性細胞が認められる。また、感染部位では

炎症性細胞に加えて真菌や細菌塊、細胞質内空砲な

どが見られる。そして、悪性腫瘍では壊死組織があ

るため壊死性背景として炎症性細胞や脱核した細胞

質が観察され、正常所見と比べてかなり汚れた背景

所見であることも特徴である。LBC 法は従来の直接

塗抹法に比べて、炎症性細胞や血液細胞が適度に除

去されるため細胞所見が読みやすくなるが、こういっ

た背景所見が分かりにくくなるという欠点も併せ

持っている 7)。そのため、臨床医側の依頼書に書かれ

た臨床所見を参考にすることが多く、正確な臨床所

見の記載が望まれる。
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結　論

　1993 年 3 月～ 2016 年 8 月までに一般歯科開業

医あるいは病院歯科医から受託された細胞診検体数

は 1122 件であり、そのうち陽性は 30 症例であった。

口腔がんの罹患率は全がんに対して低く、口腔がん

に対しての患者の意識も低い。このような状況の中

で、定期的な検診時に視診や触診に加えて、患者の

身体的、精神的負担の少ない簡便な細胞診の活用は

口腔がんの早期発見・治療へと導く有用な検査方法

である。また、全身疾患をもつ高齢者に対しても安

心して使用することができるため訪問診療時に携帯

することも可能である。患者にとって最も身近に歯

科医療を提供する一般歯科開業医院あるいは病院歯

科における細胞診の活用は今後益々増加傾向になる

と予想される。
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