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市川総合病院臨床検査科 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 
教  授   宮内  潤 

田中 陽一 

 

1) 小児白血病の発症・進展・自然治癒の機構解明 

2) 小児腫瘍組織分類アトラスの作成 

3) 口腔癌の病理組織学的研究：特に上皮内伸展癌、上皮内腫瘍性病変の予後予測因子について 

4) 口腔細胞診：口腔がん検診と細胞診、口腔粘膜疾患の細胞診 

 

2. 成果の概要 
 
1) 小児白血病の発症・進展・自然治癒の機構解明 

小児白血病は胎児期に始まる疾患が少なくない。ダウン症の新生児期にみられる一過性白血病(transient 

leukemia; TL)は、胎児の造血幹細胞に由来し、生後に自然治癒する特殊な白血病である。我々は共培養実

験にて、TLの芽球増殖が胎児肝の微小環境に依存していることを明らかにし、TLの発症・進展・自然治癒

に、胎児期から生後の造血微小環境が関与する可能性を示した。胎児臓器内でのTLの増殖・分化の過程を

より明確にとらえるため、組織切片を用いた病理学的な解析を現在行っている。またMLL遺伝子異常を有す

る乳児急性リンパ性白血病も、胎児期に発症する疾患であるが、TLとは大きく異なり、急速に進展する予

後不良の疾患である。この疾患についても、胎児造血微小環境と白血病細胞の増殖との関連を解析中である。 
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2) 小児腫瘍組織分類アトラスの作成 

小児がんは通常の医療施設ではきわめて稀な疾患であり、その病理組織分類や生物学的悪性度を予測する

ための組織学的評価方法などが、一般の病理医に知られていない面が少なくない。小児腫瘍組織分類委員会

委員として、病理診断におけるこれらの要点を明快な図譜とともに解説するための小児腫瘍組織分類アトラ

ス作成に関わっている。本年度は、小児腫瘍組織カラーアトラス（第７巻）：「小児胚細胞腫瘍およびその

他の腫瘍」（日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会編、金原出版）の刊行のための準備作業を進めた。 

 

3) 口腔癌の病理組織学的研究 特に上皮内伸展癌、上皮性異形成（上皮内腫瘍性病変）と早期癌の予後予

測因子について 

口腔癌治療ガイドライン（舌癌）（口腔腫瘍19（3）139-161）、口腔癌取扱い規約が刊行されて（金原

出版 日本口腔腫瘍学会編 2010.1月）から約4年が経過しているが、いまだ診断基準は明確に定まってお

らず、現在若手口腔外科医、口腔病理医を加え改定に向け、関連学会特に頭頸部癌取扱い規約、WHO分類と

の整合性を含め、口腔腫瘍学会に規約改正委員会が発足し、メンバーとして検討中。 

 

4) 口腔細胞診 口腔がん検診と細胞診、口腔粘膜疾患の細胞診 

口腔がんを含む粘膜疾患の口腔細胞診については、日本臨床細胞学会を主体に発表し、論文発表も行った。

また試験制度を変更し、毎年講習会を行い、合格者も増加した。また全科に渡る細胞診ガイドラインが企画

され、歯科・口腔領域も口腔癌の診断基準を含めて執筆した（9月刊行予定）。市川市歯科医師会と継続し

て行っている病診連携システム OCDSIN を基盤とした、市川市委託事業の口腔がん個別検診も 9年目に入り、

現在 700例の検証を行っている。作成配布した DVD第3版は1000部を超えた。第4版の DVDも計画中であ

る。口腔がん検診の全国展開も順調に進行中である。各地の講演会も多いが(下記参照)、確実に感心が高ま

っており、細胞診も検診から検査へ移行しつつある。 

 

3. 学外共同研究 
 

担当者 研究課題 学外研究施設 



 

-2- 

研究施設 所在地 責任者 

宮内 潤 小児固形腫瘍の生物学的特異性の解

明と新たな病理組織分類アトラスの

作成 

神奈川県立こども

医療センター 

横浜市 田中 祐吉 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 
 

研究代表者 研究課題 研究費 科研費の場合は種別も記載 

川口 裕之 神経芽細胞腫における NIPA蛋白と MYCN蛋白の相互作用

についての研究 

文部科学省科学研究費補

助金・基盤研究(C) 

田中 陽一 細胞診を口腔がん検診に用いるための診断基準およびガ

イドラインの策定 

日本臨床細胞学会班研究 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 
 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

田中 陽一 2014.10.19 特別講演「開かれた病理へ-

Sherlock Holmes like oral 

health careの実践-」 

第 298回東京歯科大学学

会総会 

東京都 

千代田区 

田中 陽一 2014.11. 9 教育講演「口腔細胞診断学－

早 期 が ん 発 見 の break 

through-」 

第 53回日本臨床細胞学

会秋期大会 

下関市 

田中 陽一 2014.11.30 特別講演「口腔細胞診 新た

な報告様式への挑戦－口腔が

んを早期に発見するために

－」 

第 35回日本臨床細胞学

会福島県支部総会・学術

大会 

郡山市 

 

学術学会が開催するセミナーにおける発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

田中 陽一 2014. 6. 7 「新しい口腔細胞診診断基準

の 運 用 状 況 」                          

口腔細胞診－口腔がん早期発

見のための診断基準概要 

第 55回日本臨床細胞学

会春期大会 口腔細胞診

セミナー 

横浜市 

田中 陽一 2014. 6.22 口腔病理診断のピットフォー

ルと診断クルー 細胞診と組

織診における”病理と臨床” 

第 52回日本口腔科学会

北日本地方会・第 40回

日本口腔外科学会北日本

支部学術集会 歯科臨床

医リフレッシュセミナー 

秋田市 

田中 陽一 2014. 8.15 歯科口腔領域の細胞診 日本臨床細胞学会 第

39回細胞診断学セミナ

ー 

東京都 

千代田区 
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田中 陽一 2014. 8.27 「口腔外科病理のこれから 

開かれた病理へ-Sherlock 

Holmes like oral health 

careの実践-」 

第 25回日本臨床口腔病

理学会総会・学術大会

『若手の会』 

新潟市 

田中 陽一 2014.10.18 今、口腔細胞診はどこまで進

化しているか？ 

第 59回日本口腔外科学

会総会・学術大会 口腔

細胞診セミナー 

千葉市 

 
学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

田中 陽一 2014.10. 9 「市川市における早期口腔が

ん発見システム」一般開業医

が行う口腔細胞診 

もとす歯科医師会 2014

年度学術講演会 

瑞穂市 

田中 陽一 2015. 3. 2 教育講演「病理 外科病理 

口腔外科病理をもっと知って

ほしい」 

市川市歯科医師会講演会 市川市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育用ソフトウェア・ハードウェアの開発 

制作者 年月日 種別 名称・内容 

田中 陽一 2014.11. 9 DVD  あなたも粘膜検査を受けてみませんか？－プロが支える

口腔がん早期発見－ 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

田中 陽一 2014. 7.23 平成 26年度島根大学医学部チ

ュートリアル学習特別講義

「全身病理と口腔病理」 

島根大学医学部 出雲市 

田中 陽一 2015. 2.13 松本歯科大学 大学院セミナ

ー「Bench pathologistからの

脱却-行動する口腔病理医、市

川市での実践を踏まえて-」 

松本歯科大学 塩尻市 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

田中 陽一 2014. 9.13 口腔がんってなあに？ ～最

近お口の中が気になりません

か～ 

第 27回日本臨床細胞学

会関東連合学術集会 市

民公開講座 

沼津市 

 

その他メディア等への掲載・出演 
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氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

田中 陽一 2014.10.11 口腔がん早期発見について 静岡放送「愉快！痛快！阿藤快」 

 


