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はじめに

1979年に本学を卒業してから2020年３月31日に退
任するまでの41年間，口腔外科の道一筋を歩き続け
てきた。口腔外科入局時は，第一講座が口腔外科部
長の大森清弘教授，第二講座が高橋庄二郎教授に
よって運営されていた。各講座間で研究面の相違は
あったが，臨床では大教室として運営されていたの
で講座の枠を超えて，当時助教授の重松知寛先生，
野間弘康先生，医局長の岩本昇平先生をはじめ多く
の先生方から様々なことを学ぶことができた。臨床
では唇裂，口蓋裂の治療においてはわが国の口腔外
科学界の草分け的な存在であり1－5)，また，現在多
くの施設で行われている顎変形症の外科的矯正手術
は1969年に高橋教授によって始めて紹介されて以
来，教室を挙げての実績を重ねてきた6－11)。口腔が
ん治療においても野間教授により新たな診断法と治
療法の確立があり12－18)，本学口腔外科は日本口腔外
科学の先駆的な立場を維持しつつ，常に学会をリー
ドしてきた19－21)。口腔外科の錚々たるレジェンドに
接し，研究マインドを直接学んだことは筆者にとっ
て大きな宝である。

その後，ベルリンの壁崩壊直後に学命によりドイ
ツ留学の機会を得た。ドイツ医師のプライドと権力
志向の高さに辟易としながらも，長期的視点に立っ
たシステムの構築には驚かされた。大学格差を無く

し国内の医療水準を均てん化するため，出身医科大
学で研鑽を積んだ研修医は同大学の教授にはなれな
い。また冷戦時代から DÖSAK（Deutsch-Öster-
reichisch-Schweizerischer Arbeitskreis für Tu-
moren des Kiefer-Gesichtsbereichs）システムがあ
り，ドイツ語圏における口腔顎顔面領域の腫瘍に関
するデータの更新と蓄積を行い病態の解明に努めて
いる。そして現在でも毎年開催される定例会によっ
て関連施設の情報共有が行われている22)。一個人の
偉業よりも，医療の環境作りと普遍化を重視したド
イツの姿勢に考えさせられた。

大学口腔外科の使命は患者へ高度な医療技術の提
供は当然であり，さらに地域歯科医療のサポート，
診療職域の保全，そして関連施設への人材派遣，が
ある。本学においてもその使命を遵守すべく，活動
を続けている。本稿では特に地域包括ケアの一翼と
して地域医療のサポート体制に重点をおき，28年間
継続している「口腔がん検診」の普及活動について
解説を行いたい。また併せて教室テーマの一つでも
ある「口腔がん」について，教室の業績も紹介しな
がら基礎から臨床までの説明も付け加えたい。

日本の口腔がん事情

１．罹患者数と死亡者数の推移
一般的に口腔がん死亡者数は欧米の先進国で減少

傾向にあるが1)，わが国では罹患者の増加と相俟っ
て増悪を示している（図１)23,24)わが国における口
腔・咽頭がんの罹患者数は，全がんの約２％を占め
13番目となっているが，40年前と比較すれば３倍以
上の値を示している（図２)。死亡率（ある年の死
亡者数を同年の罹患者数で割った値）は39.8％で，
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10番目に高いことが報告されている25)。さらに，全
国がんセンター協議会による口唇・口腔・咽頭がん
の５年生存率はステージⅠでは80.6％であるのに対
し，ステージ IV では44.1％と報告されている26)。
また進行例では，咀嚼，嚥下や構音などの機能障害

や，整容面への障害を生じることが多く，がん治療
の中で自殺率の高いがんとも言われている27,28)。日
本頭頸部癌学会の報告では，口腔は他の臓器と異な
り，視診や触診が容易な部位であるにも関わらず，
発見が遅くステージⅣの占める割合が35.8％となっ

図１ 先進諸国における口腔・咽頭がん死亡者数の推移
先進国では口腔・咽頭がん死亡者数は抑制または微増を示すが，日本だけが顕著な右肩上がりを示して
いる（文献51から引用)。

図２ 口腔・咽頭がんの罹患者数の年次推移
昭和から平成になり（赤矢印)，より顕著な増加を示している。
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ている29)。この要因として，国民の口腔がん認知度
の低さ，また早期では症状がないため医療機関への
受診が遅れることが挙げられている。そのため気付
いて受診した際には口腔がんは，進行期（ステージ
ⅢとⅣ）が過半数を占めると報告されている（図
３)29)｡

予後や術後の機能障害の点からも口腔がんは，早
期発見と早期治療が極めて重要である。口腔がんの
第一発見は，一般的に直接口腔内を診察する歯科医
師と歯科衛生士によって行われることが多い。現
在，日本には約10万４千人の歯科医師がいて，その
９割が全国約６万４千施設の一般開業歯科医院に勤
めている30)。すべての歯科医師が口腔がんを強く意
識しているわけではなく，気付くのが遅れ進行した
り，ハイリスク群を見抜けず放置したり，悲惨な事
態に陥った事例も多く耳にする。口腔がんの予防と
早期発見は歯科医師による知識と診察力がカギとな
り，わが国の口腔がんによる死亡者を減らし，治癒
へ向かわせる切り札は一般開業歯科医院の診断力に
掛かっているといっても決して過言ではない。

２．口腔がんのリスク因子
本稿でいう「口腔がん」は扁平上皮癌（全口腔悪

性腫瘍の90％以上を占める）のことを示し，口腔の
発生頻度が少ない非上皮系の肉腫や造血幹細胞系悪
性腫瘍などは含んでいない（図４)。この非上皮系
の「がん」は多段階発がん機構ではなく，前癌病変
を経ないで発生する de novo 型悪性腫瘍の過程を
とることが多く，別枠な「がん」と考える21)。唾液
腺は上皮系に属するが，発生母地は結合織内からな

図３ 口腔がん（扁平上皮癌）患者の初診時
ステージ分類

ステージⅢとⅣの進行癌が過半数
（55.8％）を占める｡

図４ 細胞レベルからみた口腔がんの種類
粘膜･皮膚を被覆する重層扁平上皮から発症する扁平上皮癌が最も多い｡
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り，扁平上皮癌とは異なる分類になる。粘表皮癌，
腺癌，腺様嚢胞癌などが該当し，非上皮系悪性腫瘍
には骨肉腫，線維肉腫，血管肉腫など，造血幹細胞
系には白血病，悪性リンパ腫などがある21,29)。

口腔がん（扁平上皮癌）は，口腔粘膜の表面を
覆っている幅約300 µm の角化細胞の層が重層扁平
上皮をつくり，最下層の基底細胞層から発生する
（稀に顎骨）(図５)。したがって目視でき手で触れ
ることができる「がん」でもある。好発年齢は60歳
以降の男性，好発部位は舌（特に舌縁）が多いとい
われている31)。全がんの約２％を占め，発生率は８
－９人/10万人といわれているが，年々増加傾向に
ある。さらに40年前と比べ若年化，女性の割合も増
加してきた（図６)32,33)。

口腔粘膜上皮は長期にわたる様々な『酸化』刺激
の蓄積や様々な抗原物質による攻撃によって，粘膜
の炎症，変性，アレルギー等が起こっている。また
過度の『酸化』刺激の蓄積は，細胞分裂の際に遺伝
子エラーを生じ細胞異型を惹起させることがある。
このような遺伝子異常の蓄積によって多段階発がん
機構が働いて口腔がん（扁平上皮癌）が起こると考
えられている（図５)21)。口腔がんは一朝一夕では
発症せず，約５年以上という長い積み重ね期間が必

要といわれている。高齢化による粘膜の劣化および
慢性的（物理的または化学的）な刺激は，基底細胞
層における細胞分裂を増加させる。そして創傷治癒
過程における細胞の分裂回数が多いほど異常な細胞
発生の確率は高くなると考えられている31)。

一般的にがんの発生リスク因子を考えると①食生
活，②生活習慣，③ウイルスによる影響が７割を占
めるといわれている34)。口腔がんに置き換えて考え
ると，この３つの要因にプラスして『慢性的刺激』
が加わる。しかし，③ウイルスは，口腔がんでは
HPV（ヒトパピローマウイルス）が候補に挙がっ
ているが，日本では少なく数％とする報告が多い
（図７)35)。

日本の口腔がんの増加は，特に未曾有の高齢化と
相まって発症している可能性がある。口腔粘膜は高
齢化によって粘膜上皮は酸化し劣化を起こす。もし
患者に全身疾患，薬剤，亜鉛やビタミンの吸収不
足，唾液分泌低下，不適切な補綴物や慢性炎症によ
る口腔粘膜への刺激，精神・心理的要因も加われば
さらに惹起すると考えられる｡もちろん生活習慣(飲
酒と喫煙）は粘膜への直接作用もあり，口腔粘膜の
劣化を助長する36)。

図５ 口腔粘膜は重層扁平上皮
正常粘膜からがん化には５年以上が必要（多段階発がん機構）
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図６ 口腔がん罹患者の内訳
女性の占める割合が増えた（左)，40歳以下の若年者が増えた（右)。

図７ 口腔がん発症のリスク因子
重層扁平上皮の基底細胞分裂時に遺伝子エラーが起きがん化する。
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３．診断法
まず視診と触診を行う。視診では口腔内に光源を

十分に入れ，上下左右そして舌の舌尖から有郭乳
頭，口蓋舌弓まで，頰粘膜，口蓋，口底そして口唇
を含め隅々を観察する。色調の変化は左右を比較し
ながら観察すると容易である。触診では双指診，双
手診を行い硬結を見逃さないことが重要である24)。

初期病変の観察には生体染色法があり，３％ヨー
ド染色と１％トルイジンブルー染色が一般的に用い
られている21)。ヨード染色の濃度は施設によって多
少の差はあるが，口腔粘膜上皮の棘細胞内にあるグ
リコーゲンが対象となり，上皮異形成や口腔がんで
は不染帯として描出される。口蓋や歯肉などの咀嚼
粘膜は角化亢進が強いため，グリコーゲンが少なく
染まり難い。トルイジンブルーは物理的要因によっ
て病変部は染まるが，内向性の硬結型では染まらず
判定が困難なこともある（図８)21,29)。

画像検査（単純エックス線，CT，MRI，超音波
など）も有効なモダリテイーとなる。歯肉がんでは
粘膜上皮の直下が顎骨のため，容易に骨へ浸潤する

のでエックス線検査が有効となる19)。その他の部位
では軟組織からの発生となり，最初から CT，MRI
などを選択することが多い。口腔がんでは所属リン
パ節（頸部リンパ節群）の精査は必須であり，CT,
MRI が用いられる。軟組織病変の深達度を診断す
るためには，さらに超音波検査を加えることもあ
る。重複癌，遠隔転移の評価には，内視鏡検査，骨
シンチグラフィー，PET-CT などがあり，口腔領
域に留まることなく，全身精査が必要となる21,29)。

病理組織学的検査としては細胞診と組織診があ
る。口腔がんはほとんどが外表から発生する扁平上
皮癌なので，擦過細胞診が有効であるが，偽陽性・
偽陰性もあるので過信は禁物である37)。最も信頼性
の高い検査は，患者への侵襲性はあるが組織診とな
る21,29)。

近年では蛍光観察装置（歯科診断用口腔内カメ
ラ）の有効性も立証され，2020年度診療報酬におい
て評価加算が承認された。425 nm 近傍の紫外線を
励起光として病変に照射し, 自家蛍光を惹起（FVR
: fluorescence visualization retention）させ輝度を

図８ 生体染色法
右側舌縁に白斑とびらんを伴う舌がん（左)，右側絶縁に周囲に隆起を伴う潰瘍型舌がん(右)
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測定する方法である（図９)38－41)。自家蛍光物質と
してコラーゲン・クロスリンク，FAD( 補酵素 Fla-
vin adenine dinucleotide）などが同定されおり，扁
平上皮癌ではその分解と代謝によって含有量が減り
蛍光消失（FVL : fluorescence visualization loss）
として描出される。白板症などの角化亢進がある病
変では，含有するケラチン増加によって蛍光が強く
（FVA : fluorescence visualization accelerate）観
察される。そして，亢進輝度値の経時的変化を測定
することでがん化の潜在性の予測が可能となっ
た38)｡

４．治療法
治療前に初診時の臨床的ステージ分類（病期）を

行う。TNM（原発巣の大きさと深達度，所属リン
パ節，遠隔転移）が指標となり第８版 WHO 分類
に則って分類する（図10)。M（遠隔転移）では
M０（転移なし) M１（転移あり)，そして Mx（不
明）に分けられる42)。そしてステージ分類に従い第
一に標準治療が選択される。標準治療とは科学的根
拠に基づいた観点より，現在利用できる最良の治療
を意味するが，標準治療が最先端治療であるとは限

らない21,29)。
治療法には，手術療法，放射線療法そして化学療

法が選択される（図11)。補助療法として免疫療法
も加えることもある。外科療法は口腔がん治療の第
一選択となり，腫瘍細胞を一気に取り除くため，検
体が得られるので進行度，転移などの術後病理診断
が可能となり，後治療や予後についての検討も可能
になる。口腔顎顔面の形態と機能回復のため，欠損
の範囲によっては再建を考慮することがある。創
部・全身の治癒に時間を要するため患者への負担は
大きくなるが，様々な手術手技，機器開発により成
績は向上している21,28,29)。

放射線療法も有効な治療法である。放射線とは，
空間や物質中を波のかたち（電磁波）や粒子（粒子
線）でエネルギーを伝播するものを総称する用語で
あり，電離放射線を利用し腫瘍細胞を死滅させ治癒
へ導く治療法である。がん組織と正常組織との感受
性の差を利用し，がん組織を死滅に導く。舌，口
底，口唇，口蓋の早期例では，組織内照射が手術と
同程度の治療成績（局所制御率90％）が報告されて
いる28)。進行例では外部照射＋組織内照射を行う場
合が多いようであるが，歯肉がんでは骨に浸潤し易

図９ 蛍光観察装置（励起光425 nm）
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手術療法 放射線療法 化学療法

利点
・腫瘍細胞を一気に除去できる
・検体が得られる

・回復は早め
・創はない

・回復は早め
・創はない

欠点
・回復は遅い
・創ができる
・欠損により再建が必要

・腫瘍細胞減少に時間がかかる
・検体がない

・腫瘍細胞減少に時間がかかる(死滅は困難)
・検体がない

図10 口腔がんのステージ（病期）分類
腫瘍の大きさと深さ，頸部リンパ節の大きさと数，そして遠隔臓器への転
移有無が評価基準

図11 口腔がんの治療法
RND は頸部郭清術を表す｡

CDDP : Cisplatin
DCF : Docetaxel＋CDDP＋５-FU
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いため，放射性骨疽を惹起するので放射線単独の選
択は少ない。どの部位でも進行例では手術との併用
で術後照射（術前は否定的）を選択する21,43)。

頭頸部がんの化学療法は，集学的治療の一環であ
り，組織型は扁平上皮癌が多いので比較的感受性は
ある。しかし現段階では，術前・術後の化学療法単
独の有用性は示されていない。細胞周期に依存して
いるため，口内炎，腎障害，幹細胞障害などの副作
用は必発する。抗がん剤の使用目的として，治癒，
術後の再発予防治療，症状緩和（疼痛軽減，食事摂
取可能，全身状態改善)，延命（治癒を期待できな
い治療）が挙げられる21,44)。

口腔がん検診の実績

１．口腔がんの予防と対策
日本の口腔がん事情では国民の「口腔がん」認知

度の低くさ，そして医療従事者の「口腔がん」に対
する意識改革の必要性がある。国民への啓発を行う
と共に歯科医師および歯科衛生士の診察力向上を目
指せば，早期がん（ステージⅠ，Ⅱ）の割合を上げ
ることが可能ではないかと考える。そのため口腔内
環境のケアと是正と共に，口腔がん一次予防として
の適切な生活指導，患者教育もかかりつけ歯科医
師・歯科衛生士の責務と位置付けたい24,45)。

口腔がんの早期発見，早期治療システムの構築が

必要である。口腔がんは希少がんに分類され，現状
では国策としての対応がなく，地方の自治体または
郡市歯科医師会の主導に任されている25－27)。口腔が
ん検診の必要性を訴え活動している歯科医師会もあ
るが，2019年の調査では全国747郡市区歯科医師会
の中で約２割と決して多くない（第38回日本口腔腫
瘍学会総会・公開シンポジウム)。口腔がんは，早
期発見によって速やかに治療が施されれば95％以上
の治癒率を得ることができる21)。歯科医師法に基づ
く診療領域に職責をもち，口内炎や粘膜疾患の病態
を理解し，｢口腔がん難民」を発生させないよう，
患者への適切な一口腔単位での検診が望まれる24)。

2012年に口腔がん治療の最前線にある一般開業歯
科医院への支援活動の一つとして，オンラインの患
者相談窓口「オーラルナビシステム」https : //oral-
navi.jp/login.php を 開 局 し て い る（図12)46)。視
診・触診のみの一般開業歯科医院の診療体制から，
昨今では細胞診・組織診，唾液 DNA 検査，蛍光観
察法など様々な手技も導入し実践されつつあ
る38－40)。情報サイト(https : //www.oralcancer.jp/)
もあり，一般開業歯科医院や国民へのサポート体制
も整えつつある。常に新たな情報入手のもとで，最
良の方法を駆使し診療室での判断が導ければ日本の
口腔がん治療成績はより一層改善できると考え
る47)。

図12 患者相談ネットワークのオーラルナビシステム
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２．集団検診と個別検診
検診とは疾病前の状態または疾病に罹患していな

いと思われるヒトを篩分けして選び出すこと，と定
義されている44,48)。がん検診にはある集団を対象と
した対策型（集団）検診と個人を対象とした任意型
（個別）検診があり，いずれもがんの二次予防に位
置づけられる45)。表１に各検診の特徴について示
す。がんの検診の目的は，検診非実施の場合に比べ
て検診によって対象とするがんの死亡率が減少する
ことにある。単にがんの発見率が高かったというだ
けでは評価されない。一般に集団検診では，がん死
亡率減少をアウトカム指標として有効性を評価する
ので，口腔がんのような罹患率の低いがんでは，高
い評価を期待するには無理がある。

口腔がん検診の目的は，口腔がんの早期発見・早
期治療，口腔潜在的悪性疾患（OPMD）を始めと
する他の口腔粘膜疾患の発見，地域の口腔健康意識
の啓発，それに伴う生活の質の維持・向上である。
口腔がんは費用対効果，検診対象者のコンプライア
ンス（受診率）を高める観点から，大規模な集団検
診よりもむしろ歯科診療所での個別検診の方が有効
性は高い。残念ながら，日本では国が推奨するがん
検診でないため，多くの地方自治体は口腔がん検診
事業に難色を示している25,26)。その中で強く必要性
を訴え継続的に活動し，地方行政から委託事業を勝
ち得た複数の地域歯科医師会も存在する（図13)24)｡

口腔がんのように早期発見できたがんに対して治療
法が確立し，早期治療が功を奏すれば検診の必要条
件は満たしているはずである。

2019年の厚労省の発表から国民の81％が医療機関
に受診し，最も多いのが歯科の41％であった48)。一
般開業歯科医院での検診技量が充実していれば，口
腔がんから救える命も多くあると考える。先述のよ
うに個別検診を推奨したいが，見逃し，誤診などを
恐れ躊躇する歯科医師も多くみられることも事実で
ある。ある医療訴訟専門の弁護士の見解では，全く
診ずに検診を行わず見過ごした方が，一口腔単位を
検診したにも関わらず発見できなかった方よりも厳
しい条件にあると聞いた。個々の診療所で実施する
個別検診は検診者の責務は大きいが，歯科医師の職
責の一つでもあると考える。一般開業歯科医院のサ
ポートとして，先述の画像オンライン支援のオーラ
ルナビシステム46)や情報サイト47)を活用することも
有効である。

３．28年間の口腔がん検診
本学主導の口腔がん集団検診は，1992年に千葉市

で開始し，漸時口腔がん検診実施地域を拡大し，
2020年４月現在では１都２県の15郡区市で行ってい
る49)。図14に集団検診の実施地域を示す。各地域の
要請に合わせた形式で，年に１～３回，公募された
被検診者に対し，日時を決め保健センターや公共の

表１ 対策型がん検診（集団検診）と任意型がん検診（個別検診）

対策型がん検診 任意型がん検診

目的 集団での当該がんの死亡率を下げる 個人の当該がんの死亡率を下げる

検診の間隔 おおむね１年ごと 個々のリスク因子による

検査の感度 最も高い感度の検査方法は選ばれない。すなわち
偽陰性を生じる可能性が高い（本当は陽性であっ
ても正しく陽性と判定される可能性が低くなる）

最も高い感度の検査方法が選ばれる。すなわち偽
陰性を生じる可能性が低い（陰性ならば正しく陰
性と判定される可能性が高い)。除外診断に有効

検査の特異度 高い特異度の検査方法が選ばれる。すなわち偽陽
性を生じる可能性が低い

高い特異度は重要ではない。すなわち偽陽性を生
じる可能性が高い

利益 集団に対して限られた資源の中で最大となるよう
に考慮される

個人に対して最大となるように考慮される

不利益 集団に対して限られた資源の中で最小となるよう
に考慮される

偽陽性を生じる可能性が高いので必ずしも最小と
は限らない

具体例 健康増進事業による市町村の住民対象のがん検診 人間ドック，個別検診

＊対策型検診の中には有効性が科学的に確立され国策として実施される組織型検診がある
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集会場などにおいて，本学の口腔外科医局員が口腔
がん検診を担当した。検診方法は，筆者らの方法に
準じ24)，被検診者が所定の問診票を記入した後，ま
ず医療面接（問診）を行った。直接的な検診は個別

のブースを設け，ライトやミラー，ガーゼなどを用
いて，口腔内を視診・触診し，さらに頸部リンパ節
の触診を実施した28)。ここで精査あるいは治療が必
要な病変が認められる場合は，要精密検査として，

図13 口腔がん検診成立のための構図

図14 口腔がん集団検診実施地域
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基幹病院へ紹介した。また検診会場に口腔がんに関
するポスターやリーフレット，口腔がんの模型など
の展示を行うとともに，口腔粘膜に異常がなくて
も，口腔がんの疫学や治療についての説明や啓発活
動も同時に行った28)。一部の地域では，バディシス
テムを用いた50)。このバディシステムとは，本学の
口腔外科医局員と各地域の会員歯科医師が口腔がん
検診を一緒に行うシステムで，検診を通して地域会
員歯科医師の口腔粘膜の診察や診断スキルの向上を
目的としている。

口腔がん個別検診は2006年から千葉市で開始し，
2020年４月現在では１都２県の４郡市区で行ってい
る。図15に個別検診の実施地域を示す。現在，千葉
市・佐倉市・江戸川区・越谷市では行政の健康増進
事業として，各歯科医師会への委託事業となってい
る。個別検診を実施する歯科医師は，所属歯科医師
会と本学とが共同で定期的に開催する講習会に参加
し，口腔がんの診断の基本や治療についての知識や
検診業務の技能と態度を修得しなければならない。
一定カリキュラムを履修した歯科医師は，当該歯科
医師会会長認定の協力医となり，個別検診実施の資
格を得る。そして個別検診は認定協力医の各々の歯

科診療所において，恒常的あるいは年間の決められ
た期間に行っている。また更新制度を設けて，常に
新たな知識と技能の習熟にも努めている。いずれの
地域でも，被検診者は原則40歳以上とし，希望者は
受診券の送付や電話によって各歯科医師会あるいは
行政の担当部署で検診日時・診療所を決めてから，
認定協力医の各歯科診療所で口腔がん検診を行っ
た。口腔がん個別検診は，スクリーニングとして集
団検診と同等に，医療面接・視診・触診を行い，疑
わしい所見があった際は地域によって液状細胞診を
追加する場合もあった。明らかな異常所見や精査す
べき病変を認めた場合は，ただちに基幹病院への紹
介を行った46)。

集団検診と個別検診の結果を表２と表３に示す。
口腔がんの発見率は集団検診の方が高い値を示した
が，要精密検査からの口腔がん発見率は個別検診の
方が高かった。口腔外科専門医でなくても十分に認
定協力医は責務を完遂できたと考える。

４．検診活動28年からの提案
他臓器のがん集団検診と比較すると，がん発見

率，要精密検査率，また要精密検査に対するがんの

図15 口腔がん個別検診実施地域
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割合などの成績から（表２)，口腔がん検診が口腔
内病変の早期発見に寄与していることが示唆され
た。個別検診も各地域で徐々に拡大しており，千葉
市での個別検診では集団検診と比較し，口腔がん発
見率や OPMD 発見率の向上を認め，要精密検査率
はより低率に抑えられており，個別検診がより有効
であることが示唆された。その結果，男女比の改
善，短期間での受診者数の増加により口腔がん発見

率や OPMD 発見率の向上が考えられた。さらに，
認定協力医によって検診が行われることで, OPMD
の定期検診や治療へのスムーズな移行が考えられ，
一般開業歯科医院が一次医療機関として重要な役割
を果たしていることが確認できた。

個別検診サポートのために，先述のオーラルナビ
システムを開局した46)。このナビシステムは，一般
開業歯科医院と本学口腔外科によるインターネット
を活用した医療連携である。このナビシステムで
は，評価や診断に苦慮する症例の場合に文書による
同意を得てから問診・視診・触診などの全身・口腔
内所見と口腔内写真を Web を利用し情報の提供を
行い，３時間以内に口腔外科専門医が対応について
の助言を返信する。本システムは，筆者らが日本で
先駆けて開発したシステムで，24時間利用が可能と
なっている。現在，全国の約1,000診療所で使用さ
れており，現在まで相談件数は3,900件以上にのぼ
る。さらに診察支援として2015年から，病変をより
客観的に評価するために，蛍光光学機器の開発も
行っている41)。蛍光光学機器は，侵襲がなく，繰り
返し施行が可能なモダリティーである。これまで蛍
光光学機器では，主観的な視覚評価が主であった
が，併せて輝度を用いた画像解析を行うことで客観
的評価が可能となり，口腔粘膜疾患の識別に有効で
あることを報告してきた46)。近年では医療分野でも
人工知能（artificial intelligence : AI）が数多く報告

表２ 口腔がん集団検診，個別検診の実績
本学では集団検診を３都県16地域，個別検診を３都県４地域で実施している

口腔がん
集団検診＊

口腔がん
個別検診＊＊ 胃がん 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん

がん検診受診者
（人） 20,804 29,912 2,482,333 4,075,104 4,633,580 3,804,714 2,584,439

精密検査者
（人） 907 698 168,218 65,041 286,815 80,882 176,439

がんであった人
（人） 26 24 2,523 1,374 7,943 1,355 7,336

がん検診受診者に
対する割合（％） 0.12 0.08 0.10 0.03 0.17 0.04 0.28

要精密検査者に
対する割合（％） 2.87 3.44 1.50 2.11 2.77 1.68 4.15

胃がん，肺がん，大腸がん，子宮がん，乳がんの数値は厚生労働省2017年度地域保健・健康増進事業報告より抜粋。
＊ 口腔がん集団検診は東京歯科大学の28年間のデータ（1992－2019年度)。
＊＊口腔がん個別検診は東京歯科大学の13年間のデータ（2006－2018年度)。

表３ 口腔がん検診の成果の比較

千葉市
個別検診＃

千葉市
集団検診＊

全地域
集団検診＊＊

男女比
（男性：女性） １：２ １：３ １：３

がん検診受診者数
（人） 6,414 4,986 20,804

精密検査者
（人） 102 282 907

がんであった
（人） 8 4 26

がん検診受診者に
対する割合（％） 0.12 0.08 0.12

要精密検査者に
対する割合（％） 7.84 1.42 2.87

OPMD 発見率
（％） 7.33 1.66 1.93

＃ 千葉市の個別検診(2006－2019年までの14年間)のデータ
＊ 千葉市の集団検診（1992－2019までの28年間）
＊＊全地域の集団検診（1992－2019までの28年間）
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されている。今後，この AI 導入による on line 化
を含めた新たな口腔がん検診についても検討してい
る（図16)30)。

今後の課題としては，口腔がん被検診者のコンプ
ライアンスが挙げられる。性別においては，口腔が
んは男性に多く，男女比は３：２となっている25)。
しかし，本報告では集団検診は１：３であるのに対
し，個別検診では１：２と改善傾向がみられるもの
の，未だ男性が少ないのが現状である。また生活習
慣では，より喫煙・飲酒の多い男性をターゲットに
するようなハイリスク群を受診させることが重要と
考える45)。地域における一般歯科診療所と，基幹病
院との連携の構築の強化も重要と考える（図17)24)｡

現在までに口腔がん検診の普及のための市民に対
する講演会，集団検診，個別検診のシステム，各地
域での構築支援，ナビシステムや光学機器の開発な
どを実施してきた。今後さらに検診活動の普及と普
遍化に努め，口腔がんの予防と意義，早期発見・早
期治療の必要性について，社会認知のための啓発活
動を継続していきたい。

「地域の口腔がんを考えるシンポジウム」を企画

「歯科医師に救える命がある」を警句に，先述の

ように地域歯科医師会と共に口腔がん検診普及活動
を続けてきた。しかし口腔がん罹患者および死亡者
数の増加に歯止めは掛からず，国立がん情報対策セ
ンター25)のデータからも上昇の一途を辿っている。
口腔がんに対する一般国民の認知度は低く，多くの
歯科医師の疎遠さにも変化は感じられない。そして
認知度が低く気付かなかったケース，治療不可に進
行したケース，軟膏塗布のみ３か月，数回のレーザ
照射など悲惨な口腔がん患者もいまだに多く遭遇す
る。

日本の口腔がんの現状，世界における日本の立ち
位置51)，第一発見者が歯科医院であることを認識い
ただくため，大学で構えているだけでなく47都道府
県を廻り無償のシンポジウムを開催し地域の先生方
と意見交換する全国行脚を企画した（図18)。参加
者は各地域の歯科医師会と歯科衛生士会の会員，そ
して口腔がんの治療実績のある基幹病院の先生方と
した。各地域における歯科医院数の１割の参加者を
目標に募ったが，どの会場においても予想を上回る
参加があり約6,000名に達した。シンポジウムの内
容はまず，基幹病院の先生に地域の現状をお話しい
ただき，その後，筆者が口腔がん現状の基調講演を
した。そして，口腔がん検診体制のシステム紹介を

図16 蛍光観察装置からメディカル AI へ
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図17 次世代型の口腔がん検診

図18 「地域の口腔がんを考えるシンポジウム」の開催状況
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して，最後に参加者間で総合討議を行った。朝11時
から16時までの長丁場のタイムスケジュールであっ
たが，多くの参加者から好意的なコメントを得るこ
とができた（講演内容“とても良かった90％以
上")。ご聴講いただいた皆様に心から感謝申し上げ
たい。ただ改めて口腔がんの認知度が低く，増加傾
向にあるがんの認識が少ないことを痛感した。なか
には口腔粘膜が歯科医師の職域であることも知らな
い先生方もいた。一方，多くの地域で歯科衛生士方
の情熱には驚かされた。実際，一般開業医ではメイ
ンテナンスも含め同一患者を継続的に長く診ている
のは歯科衛生士の方かもしれない。歯科衛生士方
の興味を引き，予防の一役に口腔粘膜の診察も加
わったことは大きな収穫であった（https : //www.
oralcancer.jp/)。

地域によっては地理上医療過疎地があったり，離
島が多かったりで必ずしも一般開業歯科医院と基幹
病院との連携が構築できているとは限らなかった。
その際はハードとソフトの提供も試み，推奨したの
が一般開業歯科医院で早期判断ができる仕組みとし
て開発したナビシステム『口腔がん検診ナビシステ
ム（現在はオーラルナビシステム)』である46)。今
は本学を軸に全国展開しているが，今後は地域の基
幹病院，歯科大学などと開業医のネットワークに発
展させたいと考えている。例えば青森県であれば，
弘前大学と青森県下の歯科医院が連携し，コメント
できるという位置づけである。

日本では，６万４千施設の歯科医院が約１億２千
万人の国民の口腔管理を行っている。ある歯科医師
から「口腔がんのチェックに割く労力はない」とい

う意見もあろうが，｢口腔がん難民」を生まないた
めにも，歯科医師の当然の責務として口腔粘膜診察
が定着することを望む。

おわりに

2019年９月に千葉県がん診療連携協議会が千葉市
で開催され，関東圏がん拠点病院の診療実績が報告
された。席上，2015年度にがん拠点病院および推薦
病院で治療を行ったがんの内訳が第10位まで示され
た。併せて関東圏および全国データも呈示され比較
したところ，最も多いのが大腸，次いで肺，胃，乳
房，前立腺，子宮頸部，悪性リンパ腫，肝臓，膵
臓，膀胱の順であり，口腔・咽頭がんは第12位以降
を占める県がほとんどであった。これはがん部位別
罹患者数の順位と匹敵する値であり25)，想定範囲の
結果と考える。しかし，千葉県のデータでは，驚く
ことに第６位に口腔・咽頭がんが挙げられていた
（表４)。これは，千葉県の一般開業歯科医院の検
診活動によって早期発見と早期治療の体制が整って
いる結果ではないかと考える。本学が1992年から千
葉市で始めた口腔がん集団検診であるが，いまでは
県内12郡市において検診活動は普及している。さら
に千葉県北側では日本大学松戸歯学部によって４郡
市，内陸部では千葉大学口腔科によっても集団検診
が実施されている。すなわち，千葉県にある21郡市
歯科医師会のうち85％が検診活動を行っていること
になり，この体制が治療患者数の増加に反映してい
るものと考える。

口腔がん治療の最前線は一般開業歯科医院であ
り，第一発見者が歯科医師または歯科衛生士である

表４ がん拠点病院および推薦病院でがん治療を行った実績(2015年度)

千葉県（28,259件） 全国（675,314件）

１ 大腸 3,821(13.5％) 大腸 97,106(14.4％)
２ 乳房 3,369(11.9％) 肺 75,214(11.1％)
３ 肺 3,342(11.8％) 胃 74,266(11.0％)
４ 胃 2,942(10.4％) 乳房 69,278(10.3％)
５ 前立腺 1,970( 7.0％) 前立腺 53,352( 7.9％)
６ 口腔･咽頭 1,132( 4.0％) 子宮頸部 25,004( 3.7％)
７ 食道 1,119( 4.0％) 悪性リンパ腫 23,563( 3.5％)
８ 膵臓 1,026( 3.6％) 肝臓 23,139( 3.4％)
９ 膀胱 960( 3.4％) 膵臓 22,507( 3.3％)
10 皮膚 940( 3.3％) 膀胱 22,460( 3.3％)
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ことを再度認識していただきたい。
最後に，臨床と研究の機会を与えていただいた学

長ならびに教授の先生方に改めて感謝を申し上げ
る。さらに，１都２県15地域でのフィールド活動，
そのデータの集積と解析，そして口腔がん発生の基
礎・臨床研究，さらに早期発見のための医療機器の
開発とインフラ整備などに多大なご協力と支援を戴
いた講座の先生方に心から御礼を申し上げたい。
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