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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１本
以下ですから，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

が，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
イルスや細菌が間接的な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。
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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の方が増えているという
ことで相対的に増加していることもありますが，日
本では対策が遅れているのが現状です。
国別の口腔がん患者さんの死亡率をみてみると，

フランス，オーストラリア，チリが高いですが，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。

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

図１ 図２
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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。これら
の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り，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。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
鏡の前で見た方はそんなに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
エックス線写真を撮ったり内視鏡を入れたり，大腸
も内視鏡で診ます。乳がんでも超音波検査などを行
います。そうしないと臓器の中は見えませんが口の
中は皆さん自身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

全身の免疫力が低下すると
おこりやすい
（特に要介護の高齢者の方）

図３

図４
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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，この白板症，
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されず病院に来なくなり
ました。６ヶ月経って再び来られましたが，半年で
大きさは１．５倍で舌の筋肉の中に入り込んでしまい
ました。こうなってしまうとがんは舌の半分を超え
ています。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。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，入れ歯を外してみたら歯肉にがんが見つ
かる方もいます。ただ非常に小さい範囲であれば手
術をして，また入れ歯を入れて噛むことができるよ
うになります。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にもがん
がないか確認しています。

図５ 図６
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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。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，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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