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抄録：直視直達が可能な環境は，他臓器と異なる
「口腔」の大きな特徴の一つである。これは歯科治
療を受ける機会自体が，口腔がんのスクリーニング
を意味する。また，この歯科治療を受ける機会は，
各種あるがん検診に比べ受診率という点で効率が良
い。そこで歯科診療所での日常診療に際し，積極的
に口腔内の粘膜に目を向けることは最も効率的な口
腔がん検診システムと考えた。２００７年より市川市歯
科医師会有志会員の診療所でこのシステム事業を開
始した。この診察の際，ThinPrepⓇを利用した液状
細胞診を応用している。細胞診という診断手段を得
たことは，口腔粘膜疾患に目を向けるきっかけとな
り，また液状細胞診はどの施設で行なっても良好な
標本が得られる点で有用であった。一方で月１回定
期的に開業歯科医師，口腔病理医，口腔外科医の３
者が集まって研修会を行い細胞診，口腔粘膜疾患の
習得を併せて行っている。

１．はじめに

千葉県市川市では，１９９８年より㈳市川市歯科医師
会，市川市ならびに東京歯科大学オーラルメディシ
ン・口腔外科学講座（診療科は東京歯科大学市川総
合病院歯科・口腔外科，以下オーラルメディシン・
口腔外科学講座と略す），東京歯科大学口腔がんセ
ンター（以下OCCと略す）が共同で口腔がんの集団
検診を行っている。口腔がんの発見率は約０．２％で
あったが，この実績以上に市民への口腔がんの有効
な啓発活動となっている。
一方，直視直達が可能な環境は，他臓器と異なる

「口腔」の大きな特徴の一つである。これは歯科処
置を受ける機会自体が口腔がんのスクリーニングを
意味する。実際にOCCの一次症例のうち，近隣歯
科診療所からの紹介は約６５％であり，口腔がんの発
見において既に歯科診療所は重要な役割を担ってい
る。また千葉県における都市部（市川市周辺）と農村
部（鴨川市周辺）での口腔がんの実態調査１）におい
て，農村部では有意に進行がん多い結果であった。
この背景には農村部では高齢者の割合が多いことが
挙げられたが，この他に都市部と比べ歯科診療所を
経由して来院する症例が有意に少ないことは特筆す
べき事項であった。
すなわち，我々は歯科診療所における“日常の歯

科診療”自体が，口腔がんの早期発見において，集
団検診や個別検診とは別の特殊かつ効率的な口腔が
んの早期発見システムと考えた。そこで２００７年より
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�市川市歯科医師会とオーラルメディシン・口腔外
科学講座，OCCと東京歯科大学市川総合病院臨床
検査科病理（以下，臨床検査科病理と略す）が共同で
口腔がんの早期発見を目的としたシステムを構築し
ており，今回その活動について報告する。なおこの
システムを「市川市口腔がん早期発見システム
（Oral Cancer Detecting System ICHIKAWA Net-
work）」と呼ぶ（以下，OCDSINと略す）。

２．OCDSINの実際

OCDSINの目的は，日常の歯科診療時に口腔粘
膜へ目をむけることで，口腔がんを早期のうちに発
見することにある。本システムは，歯科診療所にお
けるすべての日常診療中に口腔内を診察することに
終始するが，この際なんらかの粘膜病変があった際
の診断手段として細胞診を利用した。細胞診は液状
細胞診システムのThinPrepⓇを利用した。写真１
に臨床検査科病理で作成し，OCDSIN内で利用し
ている液状細胞診の使用説明書を示す。歯科診療所
で採取された細胞検体は，独自に作成した検査申込
書（写真１）を添え，臨床検査科病理に搬送した。こ

こで臨床検査科病理とオーラルメディシン・口腔外
科学講座，OCC３科のOCDSINメンバーにより症
例検討がなされ，各診療所へ結果報告した。この
他，月に一度研修会として，口腔粘膜疾患や細胞診
に関する勉強会，症例検討会を併せて行い口腔粘膜
疾患の理解に努めた。これらOCDSINのシステム
の流れを図１に示す。なお肉眼的に強く，悪性病変
を疑う疾患に対しては液状細胞診の手段を経ず，速
やかに２次医療機関へ紹介することとした。
OCDSINの最初の研修会は２００７年８月６日に行

ない，以後約１年間の期間を第１期として，１０名の
診療所でシステムを行なった。なお研修会は以後，
月に一度の頻度で行なった。第２期は２００８年８月４
日を第１回の研修会として，新たに２６名が参加した。

３．OCDSINの成果（口腔がんの発見）

１０名の診療所ではじまった第１期の約１年間では
舌がんが１例，その後の第２期では約３か月経過し
た時点で舌がんが１例発見されている。１例目は臨
床的に悪性病変の疑いが強く，細胞診を行なわずし
て，直接に２次医療機関へ紹介する経緯をとった。

写真１ 左はThinPrepⓇの使用説明書，右は細胞診申込書，いずれもOCDSINにて独自に作成したもの
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また２例目は周囲に発赤を伴う小隆起病変であり，
液状細胞診を経て，２次医療機関へ紹介する経緯を
とった。比較的，臨床所見のみで悪性病変を診断す
ることが難しい症例であり，液状細胞診が有効利用
されたと考えている（写真２）。

４．口腔がん検診に対するOCDSINの位置づけ

口腔がんにおいても，早期がんが進行がんに対し
て予後が良いことに関しては論を待たない。現在，
本邦では全国各地域で，㈳日本口腔外科学会の各地
方部会の後援にて集団検診が行なわれている。また
㈳東京都玉川歯科医師会では，会員の献身的な活動
による細胞診を利用した個別検診が展開されてい
る２）。これらの活動は口腔がんの発見以上に，効率
的な口腔がんに関する啓発活動となっている。
さてがん検診とは，早期に病変を発見して早期治

療を可能にし，がんによる死亡率を減少させること
を目的としている。他臓器においては，欧米先進国
で多くのランダム化比較試験に基づき，がん予防・
検診の対策が講じられているが，本邦ではがん検診
の有効性の評価は未だ十分でない。一方，口腔がん
検診に関する有効性を評価したものは本邦含め先進
国において十分なものは無く，インド共和国での報

図１ 液状細胞診を利用した際のOCDSINのながれ

写真２ ２例目の口腔内所見
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告３）が現在のところ唯一評価がなされたものとされ
る。この報告では約１０万人規模のランダム化比較試
験が行なわれ，検診介入群でその有効性が示されて
いる。しかしながら，口腔がんの発生率の違いか
ら，この報告をそのまま本邦に反映することには問
題が残る。
このように集団検診や個別検診による口腔がん検

診の有効性に関しては，今後検討されるべき多くの
点を残すが，既に３つの点で問題を抱えていること
が指摘できる。一つは，特に集団検診においては年
に１回の機会とすることが多く，進行の早いがん
や，検診後に生じたがんが発見されないという点が
挙げられる。また集団検診，個別検診いずれも希望
者を対象とした点で，比較的健康に対する意識の高
い集団を対象としている点も挙げられる。飲酒・喫
煙といった嗜好品を好んだり，口腔清掃状態に問題
を抱えるといった高リスク群の人々は，検診を受診
しないことが推察される。最後に，いずれの検診ス
タイルも十分な受診率を確保できない問題がある。
これらを改善できる点が，歯科診療所での日常診

療の場での口腔粘膜の診察であり，OCDSINのコ
ンセプトである。歯科診療所での齲蝕や歯周病の歯
科疾患検診や義歯やインプラント治療後の定期検診
を利用出来るので，口腔がん発見は他部位のがんよ
りも優位である。また国民が歯科診療所を受診する
機会は，どのがん検診よりも受診率の点で勝ってい
る。この裏付けとして口腔がんの多くの症例が，歯
科診療所を経由していることは既に述べた。今後
OCDSINは早期口腔がんの発見率と市川市周辺地
域における口腔がんによる死亡率でその有効性が評
価されるが，それまでにはまだ時間が必要である。
しかしながら現状，最も有効な口腔がんの早期発見
システムであると我々は考える。現在British Co-
lumbia 大学を中心に，一般歯科診療所での活動も
含めた，口腔がんを早期に発見することを目的とし
た活動が始まっている４）。何らかの病変があった際
に細胞診でなく専門施設での生検を行なうという点
でOCDSINと異なるが，今後出されるここでの成
果は我々の活動を裏付けるものとなろう。

５．液状細胞診について

OCDSINでは，何らかの口腔粘膜病変があった

際に，その診断手段として液状細胞診を用いてい
る。前述したように肉眼的に強く悪性病変を疑う際
には，液状細胞診の手段を経ず，２次医療機関への
紹介となる。しかし，これまで潰瘍が義歯の褥創に
よるのか，骨吸収が歯周病によるのか判断がつかな
い病変は経過観察や投薬が一つの診断法であった
が，そのような病態に有効な手段となっている。
また従来のスライドガラスに塗抹する細胞診で

は，乾燥や細胞の重なりといった質の問題と採取さ
れた細胞の２０％程度しか塗抹されないという数の問
題があり，手技にはある程度の熟練を要した。一
方，液状細胞診はブラシ等で採取した細胞を直接，
保存液中へ洗い出すことで，乾燥などの質の問題と
細胞数の問題が改善される５，６）。また標本は検査室で
機械的に作成されることで，重なりのない均一な標
本となる。従来の細胞診と比較した口腔細胞診にお
ける液状細胞診の利点を表１にまとめた。なにより
歯科診療所での作業は，侵襲の少ない病変部の擦過
と，そのブラシを保存液へ洗い出すという操作のみ
であることは，簡便さという点でも評価された。ま
たどの施設で誰が液状細胞診を行なっても，画一的
に良好な標本が作成できることは歯科診療所を中心
とした本システムには大変有意義な方法であった。
さらに，この診断手段を持つということが，口腔粘
膜疾患に目を向けるきっかけになったとの OCDSIN
の歯科医師会会員からの意見もあった。
しかしながら細胞診は診断能力の点で組織診には

及ばない。悪性病変であっても，classⅢ以上の結
果を提示できない異型の乏しいものもある。また逆
に疑陽性の結果をもたらす病態もある７）。近年，口
腔細胞診の診断精度は向上の途にはあるが，十分に

表１ 従来の口腔擦過細胞診に比較した液状細胞診（Thin-
PrepⓇ）の利点

１．観察に十分な細胞が得られる
２．乾燥や塗抹操作による質の低下がない
３．口腔粘膜は出血しやすい環境にあるが，その出血によ

る不明領域を作らない
４．壊死組織等の癌背景やカンジダ菌のような癌関連所見

も完全には溶解されず，観察が可能である
５．外向性の発育様式を示すタイプの腫瘍でも深層の細胞

が採取されやすい
６．細胞の重なりが少なく形態学的解析，免疫組織化学染

色，分子生物学的解析への応用に有用である
７．標本の検鏡範囲が狭く，観察時間を短縮できる
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これら側面を持つことを認識することは重要であ
り，この点はOCDSINの会員に会議を通し周知に
努めた。

６．OCDSINの展望と問題点

口腔がんを含む口腔内病変は歯科医師の診察対象
であり，学生教育においてもこの点は十分配慮され
たカリキュラムが組まれている。しかしながら口腔
粘膜疾患，殊に口腔がんに臨床上遭遇するという機
会が少ないことは事実である。多忙な日常歯科診療
において齲蝕，歯周病，欠損補綴に診察の重きが置
かれることは必然ではあるが，そのような状況に
あっても口腔粘膜疾患にも目を向けるきっかけと，
知識の再確認がOCDSINの持つもう一つの意義で
ある。その上で，本システムは，歯科診療所の各歯
科医師のモチベーションの維持と努力の上に成り
立っていることは特記しておきたい。
今後はこの活動を市川市からより地域を拡大さ

せ，全国区での活動とすることが我々の展望であ
り，このことが我が国の口腔がんによる死亡率減少
に寄与すると考える。また口腔がんにおいても，進
行がんは生命予後の問題だけでなく，手術等による
加療後の機能障害は避けられず，がんが制御下に
あっても生活の質に大きな問題を残す。より早期に
口腔がんを発見することは，この点においても重要
な意義をもち，さらには医療経済的にも優位である
ことは強調したい。この上で，活動が大きくなった
際に，細胞診の氾濫は危惧される点である。細胞診
の意義の啓発に努める一方で，適切な検査が早期発
見の第一歩となり，これを上回る医療経済効果とな
ることを示すことも，今後の我々の重要な活動と考
えている。
最後にいくつかの問題点に触れる。一つは

OCDSINが全国区での大きな活動となった際に，
細胞診の診断を担当する受け皿が現状では十分でな
い点が挙げられる。現在，日本臨床細胞学会が認定
する細胞診専門歯科医は未だ１４名である（２００８年３
月現在）。口腔内の疾患は食事や歯牙・義歯といっ

た外的刺激や，細菌などによる感染の修飾を受ける
場を背景にもっており，細胞診においても婦人科領
域の基準をそのまま準用できない。今後，口腔病理
医のみでなく口腔外科を専門とする歯科医師が，よ
り細胞診の有用性を認識し，診断の受け入れとなれ
ることが望まれる。またOCDSINでは口腔粘膜の
観察を意識したものとなっているが，残念ながら唾
液腺腫瘍といった深部病変，顎骨内の病変といった
ものは現状，画像診断の利用がなければ検出は難し
いと考える。この点は今後の課題としたい。

本論文の内容の一部は，第２８６回東京歯科大学学会総会
（２００８年１０月１８日，千葉）において発表し，座長から推薦され
た論文である。

稿を終えるにあたりOCDSINのシステムに賛同，協力頂
きました㈳市川市歯科医師会の会員の先生方に心より感謝の
意を表します。
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Prototype Early Detection System for Oral Cancer in Ichikawa City，Chiba Prefecture
―Oral Cancer Detecting System ICHIKAWA Network（OCDSIN）―
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The oral cavity is amenable to both direct visualization and direct palpation by clinicians，which is dif-
ferent from the case for other organs． In other words，daily dental practice is a very convenient point
for oral cancer screening． The consultation rates at dental clinics are higher than those for any cancer
screening，including oral cancer． Therefore，we considered that examination of the oral mucosa during
dental treatment in a dental clinic is one of the most efficient methods of oral cancer screening． Based on
this，in Ichikawa city，we started a screening system in a dental clinic run by members of the Ichikawa
Dental Association in 2007． In this system，liquid-based cytology using the Thin PrepⓇ was undertaken
by the dentists． The maneuvers needed to obtain specimens for the liquid-based cytology provided the
opportunity to the dentists for examination of the oral mucosa，and was useful to obtain good-quality speci-
mens regardless of the source of the specimens． Moreover，this system encouraged monthly study
meetings of oral mucosal diseases and cytology，gathering with dental practitioner，oral pathologist and
oral surgeon． （The Shikwa Gakuho，１０９：１６５～１７０，2009）
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