
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 口腔細胞診の現状

Author(s) 松坂, 賢一

Journal 歯科学報, 117(2): 87-92

URL http://doi.org/10.15041/tdcgakuho.117.87

Right

Description



８７

歯学の進歩・現状

口腔細胞診の現状

松坂賢一

はじめに

かつては歯科医師が口腔癌に遭遇するのは一生に
一度あるかないかと言われていたが，２０１５年の国立
がんセンターの統計によると口腔・咽頭癌の罹患
者数（診断年２０１２年）は１９，２３２人で希少癌であるもの
の，死亡者数（死亡年２０１５年）は７，３８０人で罹患患者数
に対する死亡者数の割合が４６．１％と比較的多い割合
であると報告されている１）。また，他の癌と同様に，
口腔癌は突然発生するのではなく，ある段階を経て
発生するといわれている。２０１７年の WHO Classifi-
cation of Head and Neck Tumours では白板症，紅
板症，口腔扁平苔癬，慢性カンジダ症などが Oral
Potentially Malignant Disorders として挙げられて
いる２）。これら口腔癌発生前の段階での経過観察は
早期発見・早期治療の要となることは言うまでもな
い。一方，口腔粘膜は直視可能な部位であり，異常
が生じた際には即座に病変の有無や良悪の判定が容
易と思われるが，口内炎や歯肉炎などが体調により
症状の増悪と軽快を繰り返しおこるために，早期癌
であっても患者自身がたいしたことないと思い放っ
ておいてしまうことが多いのも事実である３）。本稿
では，東京歯科大学水道橋病院および千葉病院にお
ける近年の口腔細胞診の現状について報告する。

病理学的診断における細胞診の位置づけ

口腔粘膜疾患の病理学的検査には組織診と細胞診

がある。組織診は粘膜の一部を切り取って検査する
方法で，患者への侵襲が大きい。一方，細胞診はブ
ラシや綿棒等で擦過することによって粘膜表面の細
胞を採取する方法のため，侵襲が少ないという利点
がある。このことから繰り返しの検査が可能で，口
腔粘膜疾患の経過観察時にも容易に行うことができ
る（表１）。しかし，組織診は確定診断になり得る
が，細胞診は推定診断にとどまることも注意しなけ
ればならない。

近年の細胞診の動向

従来の方法（conventional method）は，チェアサ
イドでの細胞診検体の採取と処理はブラシや鋭匙な
どで口腔粘膜を擦過した後，スライドガラスに直接
塗抹する。塗抹後，もう一枚のスライドガラスをす
り合わせてから，あらかじめ用意された固定液に入
れるか細胞固定用スプレーをプレパラートに吹き付
ける。採取した細胞が乾燥してしまうと形態が変化
してしまうため，迅速に行う必要がある。一方，近
年，チェアサイドでの煩雑な操作を必要としないな
どの利点がある液状化検体細胞診（liquid based cy-
tology：LBC法）が普及してきている。LBCはブラ
シで粘膜を擦過した後，ブラシ自体（柄がついてい
る場合には取り外すか，切り離す）を専用の細胞保
存液に入れ，細胞を浮遊させる方法である（図１）。
conventinal method と LBC法との違いを表２に示
す。
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表１ 組織診と細胞診の違い

組織診 細胞診

検体採取時の侵襲
検査の反復
標本作製時間
腫瘍の浸潤度の立証
診 断

大きい
困難
数日
可能

確定診断・推定診断

少ない
容易
数時間
不可能

推定診断・スクリーニング

表２ conventional method と LBC法の違い 

conventional method LBC法

チェアサイドでの処理・時間 煩雑・やや長い 容易・短い
検査室での処理・時間 少ない・短い 多い・やや長い
検鏡範囲 広い 狭い
採取細胞の標本化率 低い（ブラシに残存） 高い（ほとんどの細胞）
細胞以外の背景 わかる わかりにくい
費 用 安価 やや高価

図１ チェアサイドでの細胞の採取処理方法の違い（従来の方法〈左〉と liquid based cytology（LBC法）〈右〉）
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conventional method では細胞の重なりが強くす
べての細胞の観察が困難な場合が多いが，LBC法
では細胞をバラバラにして単層の細胞診標本を作製
することができる。しかも conventional method で
は採取された細胞のほとんどがブラシに残ったま
まであるが，LBC法ではほとんどの細胞をプレパ
ラート上に載せることができる４）。これによって，
診断に必要十分量の細胞がない「不適正標本」を少
なくすることができ，スライドガラスへの塗布のば
らつきがなくなることも利点である（図２）。
そもそも，LBC法は子宮頸部検診の精度管理に

おける標準化を行う一手段として広まったもので，
欧米ではほとんどが LBCを用いている一方，我が
国では未だわずかである。本学では２００５年から導入
し，穿刺吸引細胞診が必要なもの等の特殊症例を除
くほぼ全例に LBCを用いている。チェアサイドで
の採取が簡単なため，導入後は毎年その数が多く
なってきている。その他の増加している理由として
は，口腔癌の国民の認識が高まってきていることも
挙げられるだろう。
Navone らは，conventional method と LBC法を
比較し，不適正検体が前者では１２．４％，後者では
８．８％と報告しており５），Yano らは歯科診療所にお
ける細胞採取の経験が少ない歯科医師が行う場合も
あることを考慮すると有効な方法であると考察して
いる６）。

東京歯科大学水道橋病院および
千葉病院における口腔細胞診の頻度推移

東京歯科大学水道橋病院および千葉病院における
細胞診は１９７５年から行われてきた。当初は病理検査
４４５件中４７件が細胞診とおよそ１０％程度であったが
年を追うごとに増えており，組織診を含む病理学的
検査における割合も増加して２０１５年には４０％以上を
占めている（図３）。細胞診のほとんどは口腔粘膜疾
患であるが，腫瘤性病変の場合，被覆上皮の疾患か
被覆上皮下組織あるいは唾液腺疾患の疑いで被覆上
皮の疾患を否定する場合のスクリーニングにも用い
られている。採取は最近ではブラシが主に用いられ
ることが多い。

一般開業歯科医院における口腔細胞診の活用

在宅歯科医療をはじめ超高齢社会における口腔疾
患の治療が地域歯科医療に求められている中，一般
開業歯科医院における口腔粘膜疾患への関心が高
まってきており，その一環としての口腔細胞診を導
入する歯科医院も増えてきている。顎顔面および口
腔は表情を作ったり，咀嚼や発音など生活の質に関
する機能が小さい範囲内に集中していることから，
口腔癌の早期発見および早期治療が患者にとって多
大な有利をもたらし，一般開業歯科医院にて口腔粘
膜を診断することの意義は大きいと考えられる３）。

図２ プレパラート上の塗抹細胞の状態
Ａ：肉眼像（左：conventional method 右：LBC法）
Ｂ：conventional method の顕微鏡像

Ｃ：LBC法の顕微鏡像
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図３ 東京歯科大学水道橋病院および千葉病院における年度別の病理検査総数（棒グ
ラフ）と細胞診数（折れ線グラフ）

鷲見らにより一般開業歯科医院から東京歯科大学
千葉病院臨床検査部に細胞診断依頼の推移が報告さ
れた７）。これによると，１９９３年から２００１年にかけて
年間０～７件程度であったが２００２年度からは年々増
加傾向にあり，２０１５年度には約１６０件にも増加した
と報告している。国民の口腔癌への関心が高まって
いるとともに，組織の一部を切り取って行われる
組織診に比較して患者への侵襲が少なく，簡便な
LBC法の導入によるところも大なのであると考え
られる。その報告の中で，一般開業歯科医院の細胞
診施行に際しての臨床診断名は白板症が最も多く，
腫瘍，扁平苔癬，潰瘍の順であった。細胞診の結
果として，陽性は２．７％，陰性は９２．４％，疑陽性が
３．７％であった。陽性であった３０症例中，５例は白
板症や潰瘍，びらんなどの良性病変の臨床診断下の
ものであったことは，口腔癌の早期発見，早期治療
に関して特筆すべきである事項と思われる。

口腔細胞診判定の理論と限界

口腔は他の消化管とは異なり，口を開けることに
よって直接観察ができる利点もあるが，舌や歯，口
腔前庭，口腔庭，口蓋など複雑な形態をしているこ
とから病変を見逃してしまうこともある。口腔細胞
診では口腔粘膜疾患が対象になることが多く，粘膜
表層の細胞を採取して細胞単位での異型性の程度か

ら判定する。口腔粘膜上皮は基底細胞，有棘細胞，
顆粒細胞（錯角化している部分にはみられない），角
質層からなるが，上皮異形成や上皮内癌，扁平上皮
癌では表層に存在するべき細胞の他，種々の程度に
異型性を伴う細胞や分化程度の低い細胞が出現して
くる。さらに，細胞が集簇し，角質球（癌真珠）を形
成している細胞塊も採取されることがある（図４）。
この細胞異型の程度や細胞塊の状態から判定され
る。しかし，時として口腔粘膜に発生する悪性腫瘍
では表層がほぼ正常な細胞からなり，深部では増
殖，浸潤しているという場合もある８）。このような
場合には細胞診では正常に近い細胞が採取されるこ
とになり，病理組織学的診断とは乖離した判定に
なってしまうこともある。

口腔粘膜疾患における細胞診判定区分

細胞診ガイドライン５消化器２０１５年版（口腔／唾液
腺／消化管／肝胆道系／膵臓）において，まず検体不適
正（inadequate）および検体適性（adequate）に区分さ
れる９）。検体適性では表３に挙げるように５つの
区分に分けられている。NILMは  negative  for  in-
traepithelial lesion or malignancy の略で，正常お
よび反応性あるいは上皮内病変や悪性腫瘍性変化が
ないものである。LSIL は low-grade squamous in-
traepithelial lesion or low-grade dysplasia の略で，

― ４ ―



９１歯科学報 Vol．１１７，No．２（２０１７）

図４ 扁平上皮癌で観察される角質球（癌真珠）
Ａ：組織診での顕微鏡像
Ｂ：細胞診での顕微鏡像（LBC法）

表３ ベセスダシステムと Papanicolaou 分類の比較

ベセスダシステム Papanicolaou 分類

検体不適正（ina dequate）
検体適性（a dequate） 

NILM negative for intraepithelial lesion or malignancy ClassⅠ～ Ⅱ 

LSIL low-grade squamous intraepithelial lesion or low-grade dysplasia ClassⅡb～ Ⅲ 

HSIL high-grade squamous intraepithelial lesion or low-grade dysplasia ClassⅢb～ Ⅳ 

SCC squamous cell carcinoma ClassⅤ 

INF indefinite for neoplasia

低異型度上皮内腫瘍性病変あるいは上皮異形成相
当のものである。HSIL は high-grade squamous in-
traepithelial lesion of high-grade dysplasia で，高
度異型度上皮内主要性病変あるいは上皮異形成相当
のものである。SCCは squamous cell carcinoma の
略で，扁平上皮癌である。そして，IFNは  indefi-
nite for neoplasia の略で鑑別困難，細胞学的に腫瘍
性あるいは非腫瘍性と断定しがたいものである９）。
ただし，この判定区分は扁平上皮系細胞に対するも
ので，腺上皮に由来する腫瘍や非上皮性腫瘍は別に
扱う必要がある。

まとめ

本学報でも１９８６年から１９８７年にかけて田中らが
「口腔組織の細胞診断学」と題して５回にわたるカ
ラーアトラスで細胞診（conventional method）を紹

－介している１０ １４）。細胞診は「患者の苦痛が少なく数
度にわたる採取が可能である」「標本作製が簡便で

ある」「組織学，病理学のなどの知識を生検ほど必
要としないため臨床医が容易に診断できる」という
特徴を有し，臨床サイドでの応用が行いやすいと述
べている。１９８６年における病理検体総数の１０．３％で
その過去１１年間の６．８％を上回っているという報告
がなされたが，近年では４０％を超える割合となって
いる。これは，細胞診の臨床的有用性が認知され，
かつ簡便に用いることができる LBC法の普及によ
るものと考える。また，臨床時に悪性の疑いが強い
場合などには侵襲性の高い組織診は患者の同意や綿
密な治療方針下に行う必要があるが，細胞診は侵襲
が少ないため視診や触診に次いで容易に行うことが
できるようになったものと考えられる。一般臨床に
おいて口腔粘膜への関心を高め，細胞診を一つの手
段として，口腔癌の早期発見・早期治療に一助とな
ることが望まれる。
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