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はじめに

平成１８年４月１日に「東京歯科大学口腔がんセン
ター」（以下口腔がんセンターと略す）は市川総合病
院内に新しい施設として開設された。金子学長の発
案で平成１７年６月２２日に第１回開設準備委員会が開
催され，その後数回の準備委員会を重ねてその組織
構成と運営方法を検討した結果，開設の運びとなっ
た。実際の診療開始は開設３ヶ月後の７月１日から
で，平成２０年１２月で約２年半経過した。
口腔がんセンターのある市川総合病院は，昭和２１

年の開設以来６０数年を経過し，平成４年７月に東京
歯科大学の市川運動場跡地に新築移設された。現在
では２１診療科，６センター，そして５７０床の中規模
地域基幹病院として重責を担っている。

⑴ 口腔がんセンター設立の目的とその背景

設立の目的は，口腔がん患者に対して安全で質の
高い医療を提供するためである。
本学における口腔がん治療の歴史は古く，これま

でも口腔外科が中心となりその診断と治療を行って
きた。
口腔がんは若年齢から高年齢層まで広く見られる

が，高齢社会の現在では高齢患者数が急増してい
る。口腔がん患者は，高齢になるほど循環器系疾
患，呼吸器系疾患，内分泌系疾患（糖尿病）等，その
他多種類の全身疾患を有する場合が多くなる。口腔
がんセンターの患者でも循環器系疾患が総患者の半
数以上に見られた（図１）。一方，医学の進歩発展で
画像診断などの臨床検査による診断精度が高くな
り，非常に元気に見える患者でも手術前の検査にて

潜在する諸疾患が発見される場合も希ではなくなっ
た。
口腔がんの診断と治療に際しては，口腔領域に隣

接する耳鼻咽喉科，脳神経外科，眼科等との共同診
療が求められる。特に耳鼻咽喉科部長の中島庸也教
授とは頻繁に対診を行っており共同治療の機会は多
い。治療は手術のみならず放射線治療も大きなウエ
イトを占めているので放射線科との密な連携は必須
である。最近特にがん治療においては機能温存の重
要性が高くなり，国民もそれを希望するようになっ
た。その意味からも放射線治療やがん化学治療の役
割は高くなっている。水道橋時代には病院内に放射
線治療設備もあり，歯科放射線科がそれを担当し，
口腔外科との共同治療を行っていた。稲毛に大学が
移転してからは病院内に放射線治療の設備がなく
なったため，放射線治療が必要な患者は市川総合病
院放射線科や千葉市にある放射線医学総合研究所附
属病院へ診療を依頼している。現在，市川総合病院
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総合病院には頭頸部領域の診断と治療に高いレベル
を有した放射線科医師が常勤しており，同一施設内
で理想的な口腔がん共同治療が可能となっている。
現在放射線科診断部門は辰野 聡准教授が，治療部
門は放射線科部長の青柳 裕教授が担当している。
また口腔の原発部位から肺に遠隔転移を起こすと

呼吸器内科の専門的診療が必要となる。これまで千
葉病院，水道橋病院の患者は市川総合病院へ転院す
る必要があった。その際に口腔に関する管理はそれ
までの担当医の手を離れることになり，担当医に
とっても患者にとっても好ましい状況ではない。
最近では口腔がんと食道がん，胃がんなどの上部

消化器がんとの重複は１０数％の割合で発生してお
り，各施設では口腔がん患者に対して上部消化管の
内視鏡検査は日常化している。さらに大腸がんとの
重複も報告されているため，口腔がんセンターの患
者に対しては外科，内科でのスクリーニング的内視
鏡検査項目に大腸がんの検査を加えている。
このように口腔がんの診断と治療を進めていくた

めには関連する医科各科との連携を密に行う必要が
ある。本学附属の市川総合病院，千葉病院，水道橋
病院ではこれまで多数の口腔がん患者に対応してき
た。そのほとんどは近隣の歯科医師からの紹介症例
である。紹介医の方々の期待に応え，患者の信頼を
得るためには開設の目的にあるように，口腔がんに
対してより一層安全にかつレベルの高い治療実績を
上げなければいけない。そのため，特に医科各科と
の連携が必要な口腔がん症例は３病院共通の口腔が
んセンターに集約して対応する必要性が生じたこと
が開設の背景である。

⑵ 組織と人員構成 （図２）

ａ．組織
口腔がんセンターには，口腔がんセンター運営委

員会とその下部組織である口腔がんセンター会議が
設置されている。口腔がんセンター運営委員会は学
長が委員長であり，委員は副学長をはじめ市川総合
病院，千葉病院，水道橋病院の各病院長，口腔がん
センター長，大学事務局長，市川総合病院事務部長
他から構成されている。口腔がんセンター会議は口
腔がんセンター長が議長を務め，３病院それぞれの
教育職員，その他口腔がんセンター長が指名する委

員で構成されている。口腔がんセンターはこのよう
に大学および３病院の教育職員，医療職員，事務職
員の多くの職域の方々の参加で運営され，特に市川
総合病院各科の医師の理解と協力が大きい。
ｂ．人員構成
開設時より常勤専任歯科医師は２名である。当初

は千葉病院口腔外科（東京歯科大学口腔外科学講座）
から山内智博講師が，市川総合病院歯科・口腔外科
（東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講
座）からは岡崎雄一郎助教がそれぞれの部署からの
配置転換として配属された。平成２０年４月からは岡
崎雄一郎助教に代わり，市川総合病院歯科・口腔外
科からは佐藤一道助教が配属されている。センター
長は市川総合病院歯科・口腔外科部長（東京歯科大
学オーラルメディシン・口腔外科学講座主任）の山
根源之教授が併任している。その他の専任職員は，
歯科衛生士１名が定員増となり，市川総合病院歯
科・口腔外科の奥井沙織歯科衛生士が配置転換で配
属されている。その他，看護師１名（交代制），ク
ラーク１名（常勤）である。
以上の専任歯科医師に加えて，千葉病院口腔外科

の柴原孝彦教授（口腔外科学講座主任），高野伸夫教
授（千葉病院口腔外科部長），内山健志教授（口腔外
科学講座）の３教授と水道橋病院口腔外科の柿澤
卓教授（水道橋病院長，口腔健康臨床科学講座主任）
および市川総合病院の関連診療科の医師・歯科医師
が併任という形で加わっている。
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⑶ 診療設備（図３）

口腔がんセンターの外来は病院２階に新設され，
歯科診療ユニットを備えた診療室が３室，診察ベッ
ドのある診察室が１室，カルテ記載や患者説明用の
小部屋が１室，その他器材準備室等の付属施設があ
る。建坪率が許容限度一杯の市川総合病院のため十
分なスペースとは言えないが，病院の暖かい配慮で
場所を確保した。

⑷ 患者診療の流れ

口腔がんセンターの初診患者は，原則として３病
院からの紹介による口腔がんセンターへの転科の形
をとっている。また，治療が終了した後は基本的に
はそれぞれの病院へ戻ることになっている。
症例に応じて放射線科や関連医科とのカンファレ

ンスを行っている。手術症例では麻酔科の協力が欠
かせないが，市川総合病院麻酔科には本学の歯科麻
酔科から縣 秀栄講師が常勤で派遣されている。口
腔がん患者の周術期から，緩和ケアにいたるまで市
川総合病院麻酔科部長の小板橋 誠教授とともにあ

口腔がんセンター 外来風景

図３

症例１：上顎右側歯肉扁平上皮癌 T３N１M０
（初診時：７３歳，男性）

症例１：上顎骨部分切除 術後２年
インプラント埋入直前の口腔所見

症例１：インプラント手術後口腔所見 症例１：インプラントを利用した
顎欠損部再建後の口腔所見

図７図６
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たっている。また千葉病院歯科麻酔科（歯科麻酔学
講座）からはローテーションの形で歯科麻酔医が派
遣されている。
本センターの特徴のひとつに病理診断部門があ

る。臨床検査科病理の田中陽一教授は口腔病理の中
で外科病理の専門家であり，口腔がん患者は初診時
から外来で診察を一緒に行い，病変部を実際に観察
する。その後，術前の細胞診・病理組織検査，手術
中の迅速病理検査，術後標本の詳細な検討など口腔
がんセンター医員と一緒に行っている。
摂食・嚥下機能を中心とする口腔機能評価も十分

に行っている。センターに常置されている内視鏡検
査機器は，口腔および耳鼻咽喉科的診査に使用され
ているが，術前術後の摂食・嚥下機能評価にも嚥下
内視鏡として活用している。口腔がんは原発部切除
や頸部郭清手術だけでなく，術後の再建が患者の生
活の質を確保するために重要である。再建には必要
に応じて形成外科部長の田中一郎准教授と共同であ
たり，咀嚼機能回復にはインプラント治療も応用し
ている。私達が得意とする頬骨体を利用したザイ
ゴーマインプラントなど種々の手法で良好な結果を
得ている（図４，５，６，７）。これら手術後の摂食・
嚥下・発音などの口腔機能の評価と口腔機能再建お
よびリハビリテーションに関しては，オーラルメ
ディシン・口腔外科学講座の協力を得て行っている。
術前よりNST（栄養サポートティーム）による栄

養評価のもと適切な栄養指導を行い，術後の経管栄
養についての指導やこれに伴う投薬に関しての指導
を術前より行うなど，総合病院のメリットを生かし
た周術期の患者管理を実践している（図８）。

口腔がんセンターでは，手術前から専任の歯科衛
生士による口腔清掃をはじめ口腔機能の維持管理を
積極的に行っている。術後の予想される障害をあら
かじめ説明し，術前からリハビリテーションの方法
を理解させる。さらに肺がんや胃がん，大腸がんな
ど他部位のがん患者で化学療法や放射線療法により
重症の口内炎が生じた患者にも各科からの依頼で対
応している（図９）。

⑸ 病棟での患者管理

本センターの病棟は歯科・口腔外科病棟と同じ３
階東病棟に置かれ，当直および入院患者管理等は歯
科・口腔外科医員と一緒に行っている。口腔がん手
術後は，ほとんどの症例は手術室に隣接するHCU
（High Care Unit）にて集中管理されている。術後に
気道閉塞との問題が予想される患者はあらかじめ気
管切開を行い，HCUでの管理と合わせて安全に経
過させることを心がけている。

⑹ 患者実績

センター開設後２年間に１３６名の患者を担当して
きた。患者の紹介元は主として３病院の口腔外科
で，市川総合病院からは９７名，千葉病院からは１９
名，水道橋病院からは３名，その他は院内他科，歯
科開業医，周囲の病院等からの紹介であった。疾患
別内訳は舌がん３９例，下顎歯肉がん２９例，頬粘膜が

専属歯科衛生士による
口腔がん患者周術期の口腔機能管理

図８

図９
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ん１４例で，上顎歯肉がん，口底がん，その他であっ
た。初診時年齢は９０歳代３名を始め，平均６６．６歳と
高年齢であった。

⑺ 今後の展望

平成２０年度からは文部科学省の「がんプロフェッ
ショナル養成プラン」の臨床研修の場としての役割
が口腔がんセンターに加わり，専攻する大学院生が
平成２０年４月に４名入学した。口腔外科学講座から
２名，オーラルメディシン・口腔外科学講座から２
名である。そのコーディネーターを千葉病院口腔外
科（口腔外科学講座）の片倉 朗准教授が担当してい
る。また，平成２０年２月より市川総合病院は厚生労
働省より千葉県における地域がん診療連携拠点病院
として指定された。指定時には口腔がんセンターの
存在が高く評価された。
我が国において，口腔がんはその大部分の症例を

口腔外科（歯科医師）が担当している。このことは診
療実績の統計でも明確であり，マスコミの調査でも
明らかにされている。国民のほとんどは歯科医師

（口腔外科医）が口腔がんを取り扱うことに疑問を
持っていない。さらに治療後の再建は形態的だけで
なく，口腔機能の回復に歯科医師が大きな役割を果
たしている。しかしながら口腔がんは所属リンパ節
転移のみならず，肺などに遠隔転移を起こし，経過
中に全身的な病状を呈する場合もある。がん化学療
法は一般のがんでさえがん化学療法専門医師が担当
するものと考えられている。このように口腔がんの
診断と治療に際しては，口腔の専門家である我々歯
科医師だけでは対応しきれない問題が起こる可能性
がある。これらの問題を考慮すれば，今後歯科医師
が適切に口腔がんの診断と治療を行っていくには医
科各科との連携は不可欠である。口腔がん患者が最
善の治療を受けられるように，口腔がんセンターは
市川総合病院内に開設されたが，これは将来を見据
えた画期的なものでる。
口腔がんセンターは口腔がん治療の最先端となり

うる環境が整っているので，今後より一層の努力を
積み重ね，我が国における口腔がん治療のモデル
ケースにならなければならないと考える。
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