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はじめに

WHO のデータベースによれば，年間３０万人以上
が口腔がんで死亡しており，毎年少しずつ増加傾向
にあると報告している１，２，３）。この３０万人という数値
だけに注目すれば，ちょうど日本における悪性新生
物（すべてのがん）で亡くなった死亡者総数に匹敵す
る。日本のがんは１９８１年以降に死亡原因の第一位と
なり，年々増えつづけ，現在ではがん死亡の割合は
全死亡者数の３０．３％にまで達している。一方『口腔
がん』に目を転ずれば，全がんと同様に死亡者数（約
６０００人）と罹患率ともに増加の傾向にある４）。罹患者
数では，３０年前の値を比べ約２倍に増加し，２０１５年
には現在の１．５倍になると予想されている４）（表１）。
さらに憂慮すべきことに，先進国のなかでこのよう
な増加を示している国は日本だけである。米国，英
国，イタリアなど，死亡者数と罹患者数の絶対数を
みれば日本よりも高いが，割合からみた年次推移は
明らかに減少傾向を示し，がん対策が功を奏してい
る現状が伺える３）（表２）。日本の医療は最新の機器
を揃え，最先端の水準を固持しているはずだが，が
んに対しては十分な抑止力になっていないようであ
る。従来の治療重視，予防軽視の医療体制の現れか
もしれない。

今回は，このような現状に対して従前より教室が
取り組んできている口腔がんの予防と分子生物学的
特性を重視した『対口腔がん戦略』について報告する。

１．口腔がんの疫学

日本では胃がん，子宮がんなどに対して集団検診
を早々に導入し，集団検診によって発見したがんの
予後は，非検診群に対して予後が良好であることを
立証してきている５）。それにも拘らず，がんによる
死亡率は増加の一途を辿っている。なかでも顕著な
増加を示す部位の一つが口腔がんである４）。

残念ながら，日本では口腔がんを発生頻度の少な
い疾患と錯覚し，一般国民の理解および関心が低い
こと，そして医療側（われわれ歯科医師を含む）の認
識と緊迫感も乏しいことも事実である。先ずこの項
では一般的な口腔がんに関する基礎的特徴（疫学）に
ついて解説する。なお，本文に記載する『口腔がん』
は，口腔内に発生する悪性新生物の約９０％以上が扁
平上皮癌であるため，この内容について述べる。
１）日本の口腔がん

⑴ 発生頻度
厚生白書による人口１０万人あたりの口腔・咽頭が

んによる死亡者数では，１９７５年男性２．４人，女性１．３
人，１９９５年男性５．１人，女性２．９人となり，そして
２０１５年には男性８．６人，女性５．２人に増加すると予測
されている４）。この間にも治療成績は着実に向上し
ており，がん死の増加はその治療成績を遙かに上
回っているため，がん発症も増加していることを意
味している。訂正死亡率に変化がないことから，こ
の増加はもっぱら人口の高齢化によるものと推察す

キーワード：口腔がん，予防，治療，分子生物学的特性
東京歯科大学口腔外科学講座

（２００８年１１月２７日受付）
（２００８年１２月１８日受理）
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学口腔外科学講座 柴原孝彦

Takahiko SHIBAHARA : Management of Oral Cancer（De-
partment of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Den-
tal College）

歯学の進歩・現状

口腔がんの制御に向けて

柴原孝彦

５８

― ５８ ―



る。
口腔がんの年齢別の発生頻度は他のがんと同様に

６０歳代に最も多いと言われている。２００２年度の口腔
がんに関する口腔外科全国統計によると６），１７７７人
中男性は１０５１人で５９．１％，女性は７２６人４０．９％であっ
た。年齢別では，５０歳代が３２３人１８．１％，６０歳代が
４７１例２６．５％であり，７０歳代が５１７人２９．１％で，５０歳
以上が約８０％を占めていた。高齢社会を迎えた近
年，後期高齢者の罹患者数がさらに増加すると予想
される。口腔がんでは３０歳以下の発症は稀とされて
いたが，最近では２０歳代の罹患率の増加が報告され
ており，生活習慣，生活環境，化学的要因，ウイル
ス・細菌などの影響も考えられている。

教室における口腔がん患者の推移を表３，表４に
示す。

⑵ 好発部位
日本における口腔がん（ｎ＝１７８４）の部位別の発生

頻度は舌が最も高く全口腔がんの約４０％を占め
る６）。この現象は，噛みタバコを習慣とする東南ア

ジア諸国を除いた国でも同様な傾向を示している。
次いで下顎歯肉２０．３％，上顎歯肉１２．０％と低下し，
頬粘膜１０．３％，口底９．２％，上顎洞および口蓋がん
の順で減少を示した７）。舌がんの約８０％は舌側縁に
発生する傾向にあり，舌尖や舌背に生じることは極
めて稀である。歯肉においても上顎と下顎では発生
頻度が異なり，この現象は口唇でも上下で発症率に
差異が認められる。このような同一組織における発
生頻度が異なる点も未だ解明がなされていない。

教室における発生頻度も舌，下顎歯肉，口底，頬
粘膜，上顎歯肉，口蓋，口唇の順であり，この割合
は他施設の統計発表と概ね一致する７）（図１）。

⑶ Stage 分類
TNM 分類から２００２年度の口腔外科全国統計（ｎ

＝１７８４）をみると，T2 が最も多く７６５人４２．９％，つ
いで T1４１０人２３．０％であるのに対し，Tis（上皮内
癌）は５人０．２％，T3２３０人１２．９％，T4３７４人２１．０％
である。口腔は他の部位と異なり，発見されやすい
部位であるにも拘らず，早期である Tis が少なく T

表１ 全口腔癌の男女別死亡数の年次推移（文献４）より引用） 表２ 国別の口腔・咽頭癌による死亡者数（人口１０万対）（文
献３）より引用）

表３ 口腔がん初診患者の平均年齢（ｎ＝５３５） 表４ 口腔がん患者の年次推移（ｎ＝５３５）
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2，T3，T4 合わせて１３６９人７７．０％で，進行した病
態として発見されている６）。教室のデータからも進
行がんの状態での初診が多く，このことは早期発
見・早期治療という点からも改善すべき問題となっ
ている（図２）。
２） 世界の口腔がん

世界各国における口腔がんの発症をみると，年３０
万人以上が口腔がんに罹患し，５年生存率は５５％と
報告されている。しかし一般的にがんの発生頻度は
国，地域，人種によって著しく異なる。例えば，日
本における胃がん，インド・東南アジアにおける口
腔がん，中国における食道がん，肝臓がん，上咽頭
がん，欧米人における大腸がん，白人における皮膚
がんなどが罹患率の高い疾病として挙げられてい
る１）。人種差，地域による明確な分子生物学的な解
析は未だ明らかにされていないが，口腔がんにおけ
るインドの罹患率の高さは噛みタバコなどの生活習
慣が最大の要因で日本の１０倍以上と報告されてい
る８）。

諸外国における口腔がん死亡率をみると，１９８８～
１９９２年の死亡率では人口１０万人に対して日本２．３に
対してイギリス６．４，フランス１３．２，オーストラリ
ア４．６，アメリカ３．７，シンガポール１４．５，香港５．６
を示していた。しかし，驚くべきことにアメリカの
口腔がん死亡者数は１９９７年約８４００人，２００３年７２００人
と５年間で１２００人以上という急激な減少がみられ
る。この傾向は他の先進国（イギリス，フランス，
イタリア）の口腔・咽頭がん死亡率と比較しても同
様な結果を表している３）（表２）。前述のように日本
の口腔がん死亡者数は上昇一方の傾向を示している
のと併せ，憂慮すべき現象である。

２．口腔がんの危険因子

医学と分子生物学の進歩により，がんの発生が後
天的な遺伝子異常の原因であることが明らかになっ
た。口腔がんでも，口腔粘膜が外来刺激を直接受け
て DNA が傷害され，また多段階の積み重なった遺
伝子変化も加わりがん化していくと考えられてい
る。環境因子であるオゾン，フロン，紫外線，ある
いは環境ホルモンなどの発癌誘発因子によっても
DNA が損傷を受け発がんへと進む。さらに日本が
急速に高齢社会に移行しているため，がんが一般に
は高齢者の疾患である事実と符号させれば，今後も
増え続けることが懸念される。
１）発症のメカニズム

癌細胞のルーツは正常細胞である。『たった一つ
の正常細胞』が分裂していく過程で遺伝子の変異を
おこし，時間とともにさらなる変異が蓄積すると『が
ん』になる。肉眼でみえる腫瘍になるころ，がん細
胞は何億という数に達し，最初の変化から数十年が
経過している。がん抑制遺伝子の欠損や変異は，が
んに至る道のりのほんの一段階にすぎない。正常な
細胞を致命的ながん細胞に変化させるには，複数の
遺伝子変異が必要となる。言い換えればがんは遺伝
子の病気であり，体細胞の突然変異によって正常遺
伝子の機能が損なわれることによってがん細胞とし
ての性質をもつと考えられている７，９）。具体的にはが
ん遺伝子，がん抑制遺伝子，修復遺伝子や細胞内シ
グナル伝達，アポトーシス，細胞周期，薬物代謝，
免疫応答に関係する遺伝子について研究が進められ
てきた。一部の遺伝性がんを除き，特定の数少ない
責任遺伝子変異だけが原因なのはわずかであり，現

図１ 部位別にみた発生頻度（ｎ＝５３５）
図２ Ｔ，Ｎおよび Stage 分類（ｎ＝５３５）
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在では，がんは多くの遺伝子が関与する多因子疾患
と考えられている９～１２）。

口腔がんでも同様な現象が起こる。口腔粘膜など
の重層扁平上皮は，増殖を示す基底細胞，成熟層に
属する有棘細胞，顆粒細胞，角質細胞といったよう
に規則正しく層形成されて組織の恒常性を保ってい
る。基底細胞の分裂によって一個の細胞は成熟層の
有棘層へ移動する。すでに成熟層にあった角質細胞
は剥脱してこの層から除かれる。すなわち分裂する
細胞と分化して死ぬ細胞が常に一定の平衡を保つよ
うに細胞増殖が厳密に制御されている１３，１４）。口腔が
んでは，細胞増殖の制御がきかず，増殖層，成熟層
への流れが阻害され，分裂新生した細胞の数に見合
うだけの十分な分化，脱落がおこらない特徴がある。
つまり細胞の分化の障害や混乱があり，形態学的，
生物学的な癌細胞は重度な異型性となって表現され
る。このような癌細胞は無秩序，自律性に増殖し，
全体としておおきな腫瘤塊を形成する。
２）生活習慣

口腔がんの発癌要因として，以前より飲酒，喫煙
が知られている。とくに飲酒に関しては疫学的な発
生頻度などの数値的な結果から，アルコール自体の
発がん性も明らかになりつつある。喫煙においては
ベンゾピレンやニトロサミンといった発がん物質ま
たは発がん前駆物質が同定され，喫煙による発がん
のメカニズムが解明されてきた１５）。

近年の分子生物学の進歩に伴いアルコールの生体
内での薬理作用も次第に明らかにされてきた。特に
東洋人の約半数にみられるアセトアルデヒド脱水素
酵素２（以下 ALDH2 と略す）遺伝子の欠損型は，飲
酒後体内でのアセトアルデヒド代謝能を著しく低下
する原因遺伝子と判明されて以来，飲酒関連がんと
アセトアルデヒドの関係が特に注目されたてき
た１５）。また，アセトアルデヒドの薬物代謝酵素とし
て知られるグルタチオン－S－トランスフェラーゼ
M1（以下 GSTM1 と略す）遺伝子にも欠損型が報告
されており，ALDH2 と併せてこれらが飲酒による
口腔がんの発がんに関与している可能性があると考
えられている。さらに GSTM1 は，グルタチオンを
抱合体として生体外異物の抱合，解毒にも関与して
おり，タバコ中のベンゾ⒜ピレンの代謝にも関与し，
肺癌などで欠損型が有意に多いと報告されてい

る１５）。
飲酒，喫煙両群における口腔がんの発現頻度を表

５に示す。まず男性では飲酒および喫煙単独群でと
もに対照と比較し有為差は認められないが，飲酒と
喫煙ともに行っている者は，口腔がん症例で有意に
高値を示していた。また女性については単独群およ
び両習慣をもつ群すべてが対照と比べ有為に高値を
示した。飲酒群では男性４．５１倍，女性９．１５倍と有意
に高い発生リスクを認めた。また男性では Sake in-
dex の増大に伴い，発生リスクが増加する傾向を認
めた。喫煙群における口腔がんの発生リスクは，男
性では有意差を認めないものの２．４９倍，女性では
９．１５倍，とそれぞれ高値を示した。Brinkman-index
１０００以上の高度喫煙群をみると男性で４．２７倍と有意
に高値を示した。また男性では喫煙，飲酒単独群に
比べ両習慣をもつ群で高い Odds 比を認めたが，同
様の傾向は女性には見られなかった（表５）。

常習の飲酒・喫煙者を発癌ハイリスクグループに
特定することは，口腔がんの１次予防に今後重要と
思われる。
３）口腔環境

歯列不正，不適合な補綴物，習癖などが粘膜の褥
瘡となって現れ，この慢性的な損傷が前癌病態を作
り出すと言われている。物理的刺激として傾斜歯，
う蝕，不良充填物，不適合義歯などが挙げられる。
これらが長期間放置されると擦過傷を繰り返し，
DNA の修復能に異常が発生し，発がんすると考え
られている１６）。

口腔にみられる種々の炎症も口腔粘膜に障害を及
ぼす。多くの炎症性疾患はアレルギーなどの免疫反
応や炎症性サイトカインの発現が重要な役割を果た

表５ 酒・タバコによる発症リスク（ｎ＝１９１）
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している。がんとの関連では炎症性細胞の浸潤によ
り DNA 損傷や細胞増殖因子を供給することで，発
がんや腫瘍の増大に寄与するといわれている１６）。し
たがって口腔領域では歯肉炎や慢性上顎洞炎が発が
んに関与している可能性も指摘されている。オーラ
ルヘルスケアとの関係では，口腔清掃状態が悪けれ
ば口腔がんになるという明確な根拠を示した研究は
みられないが，口腔がん患者の口腔内では菌種，菌
数が多くなっていて，がん進展と関係がある可能性
を論じた報告はある１７）。現段階において炎症性刺激
は発がんの単一因子ではなく，他因子と複雑に絡み
合いながら発がんに関係していると考えられてい
る１７，１８）。

ウイルスによる感染はいくつか報告されている。
口腔領域ではヘルペスウイルスに属する EB ウイル
スがバーキットリンパ腫の原因となっている。これ
は地域特異性があり，アフリカで発症する疾患であ
り，日本では極めて稀である。また乳頭腫症の原因
ウイルスであるヒトパピローマウイルス（HPV）が
口腔発がんに関与すると報告されている２０）。Llewel-
lyn らはアメリカ人若年者の口腔がん患者について
調査した結果，喫煙と飲酒が重要な因子を担ってい
る一方で，若年者の Sexually transmitted disease

（STD）による HPV の感染発症と口腔がんに有意な
関係を見出したと報告している１９）。また Hansson
らは口腔がんの患者群１３１人と健全者群３２０人を比較
したところ，口腔がん患者群の３５％が HPV のキャ
リアーであったのに対し，健全者群では１％であっ
たと報告している２０）。

３．口腔がんの予防

がんの一次予防とは“がんにならないことを目的

とした発がん予防”のことを意味し，狭義には一個
のがん細胞ができるまでの過程を阻止することを指
す。二次予防では，一次予防がうまく出来なかった
ため発がんしてしまった後，その“がんで死なない
ことを目的とした予防”のことを意味する。一般的
には早期発見を目的とした検診のことを指す場合が
多い５）。そして，三次予防とは早期の社会復帰（リハ
ビリテーション），そしてがんにならない状態を維
持することである。口腔がんにおいてもこれら予防
を重視した試みが実行されつつある（図３）。
１）口腔がん検診

口腔がん検診の報告は１９８５年頃からあり，多くは
市町レベルの歯科医師会と大学歯学部口腔外科学教
室や医学部歯科口腔外科学教室，基幹病院の歯科口
腔外科が協同して行なってきた。現在では，歯科医
師によって行なわれている口腔がん検診は集団レベ
ルによるもの（集団検診）と個人レベルによるもと

（個別検診）に分けることができる。集団検診は，先
に述べたような行政や歯科医師会ならびに大学病院
や国公立病院の歯科口腔外科が協同で定期的に行な
う方法がもっとも多い。また，事業所の歯科検診の
診査項目の中に口腔粘膜疾患を盛り込んで行なって
いる場合もある（図４）。

過去１２年間に地域歯科医師会および行政と協力し
て行なった口腔がん検診の結果から２１），口腔がんの
発見率は０．０９％であった。これは他のがん検診の発
見率と比較しても決して遜色のない値である。一般
に検診の有効性は母集団が１０万人以上で死亡率を
持って行なうべきとされるが，この発見率０．０９％は
相対的かつ単純な評価にはなると思われる。さらに

図３ 口腔がんの予防 図４ 二次予防としての口腔がん検診の流れ（文献２３）より引
用）
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特筆すべき点は，口腔がんではないが前癌病変や他
の粘膜疾患を多く見つけることができ，これらの発
見率を加算すると０．９９％の割合で疾病を発見したこ
とになる。前癌病変および口腔粘膜疾患を抽出する
ことも重要であるが，この口腔病変を患者へ情報提
供し注意を惹起させることにも歯科医師にとって大
きな意義があり患者への啓発にも繋がると思われ
る。

口腔がん検診の方法として集団検診または事業検
診を応用して行っている施設が多いが，歯科医学が
一般開業医の基に成り立っており多くの国民がかか
りつけ歯科医を持っていることから個別検診の導入
が必要と思われる。定期的な検診のトレーニングを
受け，基幹病院との連携が得られた多くの歯科医師
の参画が望まれる２２）。現在，地域歯科医師会ととも
に口腔がん個別検診（スクリーニング）モデル事業を
展開している２３）。

医療側として大変に残念ではあるが，StageⅠ症
例であっても１００％の治癒を保証することができな
いのが現代医学のレベルである。これは極めて早期
がんにも拘らずリンパ行性の性格が強く初期のうち
からリンパ節，遠隔臓器への転移を来たす症例が存

在するためである。この種の超悪性がんに対しては
一般臨床医の責務ではなく，われわれ研究者による
継続した医学・研究レベルでの努力・研鑽が必要で
あり，専門医学・研究施設での解析結果が待たれ
る２４）。
２）早期発見

口腔がんは，一般に多臓器の悪性腫瘍と比較する
とほとんどの場合，肉眼的に直視および触知可能で
あり，一見早期発見に有利な条件下にあると考えら
れる。しかし，現実には必ずしも早期発見，早期治
療が行われているとは限らない。その原因として，
口腔がんの初期症例の肉眼的所見は，良性腫瘍やそ
の他の粘膜疾患の所見と極めて類似した様相のこと
がしばしばあり，部位や病期によっても肉眼的臨床
像が異なり多種多様となる。そのため速やかな正し
い臨床診断を視診のみから得ることは容易でない。

⑴ 形態学的な特徴
口腔粘膜に発生する扁平上皮癌の肉眼的形態は，

大きく３型（外向性発育型，内向性発育型，中間型）
に分けられる。それぞれは，さらに乳頭型と肉芽型

（外向性発育型），潰瘍型と膨隆型（内向性発育型），
そして白板型とびらん型（中間型）に分類される。し

図５ 部位別の臨床視診型と分化度（ｎ＝５３５）

歯科学報 Vol．１０９，No．１（２００９） ６３

― ６３ ―



かし，これらの形態は単一で現れることは少なく，
多くの場合は複合型で現れるか，初期像から最終段
階の臨床像まで次々とその様相を変えていくことが
多い（図５）。

⑵ 色調変化による判定
蛍光発色法，トルイジンブルー染色法，ヨード染

色法などがあげられる。蛍光発色法は，口腔病変部
を蛍光写真で撮影し，このフィルムに測色計を用い
て色調の判定をする方法である２５）。口腔がんであれ
ば，濃いオレンジ色として検出される。撮影また測
色計など特殊な器具の準備が必要で，あまり一般的
ではない。近年，口腔病変の診断法一つとして色素
生体染め出し法が応用されるようになった。この方
法は特定の色素を病変部に直接散布することによ
り，見えにくい粘膜の初期変化部分を見やすくして，
診断の補助に使用することが目的である。トルイジ
ンブルー生体染色法（Orascan）とヨード反応法が一
般的である。前者ではトルイジンブルー濃染部が評
価部位となる。この生体染色は，色素液のたまり現
象を応用して病変の凹凸を強調するもので，通常の
粘膜色調からかけ離れた青色を利用して形態観察を
容易にする方法である。口腔がんでは肉眼的凹凸不
整で粘膜表面が剥離し潰瘍形成部か上皮欠損部を呈
する腫瘍本体が濃染部として抽出される。一方ヨー
ド染色を行った場合，正常粘膜は黒褐色に染色され

るにもかかわらず，病変部は不染となりはっきりと
識別可能となる。正常の口腔粘膜の重層扁平上皮で
はヨード・グリコール呈色反応を起こすことを応用
した方法である。不染部位は病理組織学的に高度の
異型上皮で上皮内癌の病態も不染部として現わされ
る。口腔内では，トルイジンブルーとヨード染色に
よる二重染色法が用いられることが多い。この順序
を逆にして，混合して使用した場合は目的とする二
重染色所見は得られない（図６）。

⑶ 拡大内視鏡による検査
近年のデジタル化の向上，カメラの高画質化，可

変化が急速に進むなか，単に「見えない部位を見え
るようにする」だけでなく，加視光領域の波長を変
更し，最大８０倍までの拡大率を応用して，肉眼で判
別不能な消化管の微細ながん組織の描出が可能と
なってきている。口腔がんは肉眼的に発見できるに
も拘らず，他の粘膜疾患との鑑別が困難な場合が多
く，決して早期診断が容易なわけではない。そこで
口腔領域でまだ応用されていない拡大内視鏡システ
ムを用いた口腔がん診断システムの確立を試みた。
正常口腔粘膜と口腔がん組織において拡大鏡による
観察を行った結果，毛細血管ループのパターン，お
よび毛細血管ループ間距離が正常組織とがん組織と
では相違を認めた。すなわち毛細血管ループパター
ンには Normal form と Morbid form に分類され，

トルイジンブルー染色法

ヨード染色法

図６ 生体染色法
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正常粘膜

異型上皮

口腔がん

図７ 口腔粘膜の拡大内視鏡所見

早期癌 右側舌縁 T1N0M0，Stage Ⅰ，局所切除後縫縮

進展癌 左側舌縁 T4N2bM0，Stage Ⅳ，頸部郭清術，腫瘍切除後前腕皮弁による再建

図８ 口腔がんの外科的治療
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後者には Dilatation form と Atrophy form and cor-
puscularity が観察された２６）。さらに Dilatation form
には血管ループの形から crossing，clubbing そし
て waving pattern が存在した。前癌病変，癌化な
どの変化が起こると，この Dilatation form などを
呈し，ループパターンが変形する現象が確認された。
今後，症例数を増やすことでより検証して，将来の
超早期がんのスクリーニング並びに口腔粘膜疾患と
の鑑別に応用したいと考えている（図７）。
３）治 療

口腔がんに対する最も確実な治療法は切除であ
る。しかし口腔は構音，咀嚼そして嚥下などの重要
な役割を担う器官であるため，切除手術後の機能障
害が大きな問題となる。病理学と手術学の進歩によ
り，個々の腫瘍に適した方法で完全に腫瘍を切除す
ると同時に隣接する健常組織の切除範囲を可及的に
少なくして口腔の形態と機能が温存できるように
なった２７）。病理学的な分化度・浸潤様式と臨床的な
腫瘍進展範囲が克明に解明されたため，確実な切除
が可能となった。また顎骨への浸潤有無に関しても，
腫瘍細胞の潜在的因子 PTHrP が存在するか否かで
判定ができる可能性が示唆された２８）。がん細胞の潜
在性に存在するサイトカインや DNA 診断をするこ
とで，口腔がんの特性を知り，腫瘍の縮小手術の可
能性が期待されている（図８）。

切除後の形態的・機能的回復の方法として再建手
術がある。進展症例でやむなく広範な切除を行った
場合は，microsurgery による再建が推奨されてい
る。口腔内の三次元的にも複雑な形態回復に際して
も有効な術式である。現在では神経移植も同時に施
行して，知覚機能と運動機能の回復も可能となって
いる。

頸部リンパ節転移がある場合または頸部リンパ節
への後発転移が疑われる場合は頸部郭清術が行われ
る。胸鎖乳突筋，副神経，内頸静脈等を温存する機
能的頸部郭清術を積極的に選択している。この方法
は従来の頸部組織を多く含めて切除する古典的頸部
郭清術と同等の根治性を有し，治療成績ならびに患
者の QOL の向上にも貢献している２９）。

口腔がんの三次予防として，早期の社会復帰そし
て癌にならない状態を維持することであり，腫瘍外
来を設け集学的な follow 体制も整えている（図９）。

４．細胞分子生物学的な解析

がんの研究は分子生物学の進歩とともに飛躍的に
前進し，『細胞の病気』から『遺伝子の病気』という概
念が定着してきた。一つの細胞ががん化するために
は，２つ以上のがん遺伝子の活性化と２つ以上のが
ん抑制遺伝子の失活が必要である。いろいろなタイ
プのがん遺伝子あるいはがん抑制遺伝子があり，そ
れらが活性化，不活化し，最終的に細胞増殖と分化
を促すと言われている７）。そのメカニズム解析のた
めに代謝経路のみならず，リガンド結合，リン酸化，
タンパク・タンパク間相互作用，タンパク・DNA
相互反応などのシグナル伝達を中心に研究が奨めら
れている。一次予防，二次予防の観点からも分子生
物学的な特性を明確にすることは重要である（図
１０）。
１）遺伝子多型の可能性

遺伝情報は DNA の塩基配列によって書かれてい
る。遺伝情報はすべての人が同じではなく，個人ご
とに違っている部分がある。個人ごとの塩基配列の
違いを「遺伝子多型」と呼び，その遺伝子多型には
いろいろな種類がある。現在疾患と遺伝子との関係

図１０ 口腔がん予防と全ゲノム網羅的な解析の関係

図９ 口腔がんの５年累積生存率（ｎ＝４７２）

柴原：口腔がんの制御に向けて６６

― ６６ ―



が，急速に明らかになりつつあり，従来から知られ
ている１つの遺伝子の異常で起きる遺伝病だけでな
く，生活習慣病といわれている“ありふれた病気”に
も，遺伝的要因がかかわっていることが分かってき
た。その遺伝的要因には，遺伝子の“異常”ではなく

“個人差程度の違い”である遺伝子多型が複雑に関連
していると考えられている。教室では，口腔がんに
対する“個人差程度の違い”である遺伝子多型の可能
性を追究した３０）。

特定の遺伝子多型の存在する染色体領域を口腔扁
平上皮癌患者（３２名）の正常組織由来 DNA と正常健
常人（口腔を含む全て癌の既往のない人，３２名）の正
常組織由来 DNA を Real-time QPCR 法を用いて多
型頻度の差はあるのか比較した。

その結果，正常健常人と口腔扁平上皮癌患者の縦
軸サイクル数と横軸の各サンプルを比較すると，３
つの多型のタイプに分けると欠失ホモタイプの人が
口腔扁平上皮癌患者に多く見られることが判明し
た。正常健常人と口腔扁平上皮癌患者の多型頻度の
比較をまとめると，明らかに口腔扁平上皮癌患者に
おいて欠失ホモタイプの人が多いことが分かる。口
腔扁平上皮癌患者と正常健常人の正常組織で多型頻
度の非常に有意な差があった。今後はサンプル数を
増やし口腔扁平上皮癌患者と正常健常人の多型頻度
を検証し，さらに生物学的な意義を RNA，タンパ
クレベルで解析する必要があるが，がんになりやす
い遺伝子多型である可能性が示唆された（図１１）。
２）CGH による網羅的な解析

Array-based CGH を用い頸部リンパ節転移の分
子マーカーを全ゲノム網羅的に探索し，検出した分
子マーカーの臨床応用の有効性を検討とした。検体
は外科的手術を行った口腔扁平上皮癌患者５４例（リ
ンパ節転移有り群：２２例，転移無し群：３２例）を対
象とした。まずこの中の２０例（リンパ節転移有り群：
１０例，転移無し群：１０例）をアレイ CGH を用いて
全ゲノム網羅的な解析を行った。その解析から抽出
した領域に対して全５４例を用いリアルタイム QPCR
を行った。１番染色体から１２番染色体までのアレイ
CGH の結果から，線で囲った５番染色体短腕の様

図１１ 口腔がん患者の遺伝子多型

リンパ節転移（－）

（０％）

リンパ節転移（＋）

（３０％）

図１２ アレイ CGH によるリンパ節転移分子マーカーの抽出
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に両群で共通して増幅が見られる領域は発がんとの
関係で非常に興味深い領域である。さらに１１番染色
体長腕の領域ではリンパ節転移有り群，無し群の偏
りを示していた。１３番～２２番染色体と性染色体には
二群間の偏りのある領域は検出されなかった。図１２
は各個人の１１番染色体におけるコピー数の増幅，欠
失領域を示している。この１１q１３領域はリンパ節転
移有り群の３０％のサンプルに増幅が見られる。リン
パ節転移有り群のみでコピー数の増幅の見られた１１
q１３領域には多くの遺伝子が存在している。ここの
１１遺伝子についてリアルタイム QPCR を用い全５４
例を対象としコピー数変動解析を行って，新規の頸
部リンパ節転移予測マーカーとして利用できる可能
性が示唆された３１）（図１２）。
３）タンパク質のプロテオミクス解析

ヒト全ゲノム塩基配列が明らかになり，遺伝子の
翻訳産物と生体機能の関係を解明するプロテオミク
ス研究に関心が集まってきている１０）。プロテオミク
スは遺伝子情報のもつ意味を最終産物であるタンパ
ク質レベルで理解し，細胞の生命活動をシュミレー
トするために不可欠な情報を提供している。教室で
もこの理論に則って口腔がん関連タンパクの同定を
試みた。すなわち二次元電気泳動法と MALDI-TOF
Mass を用いて，口腔扁平上皮癌由来細胞株（以下
口腔がん細胞）と正常口腔粘膜由来表皮角化細胞（以
下正常細胞）の網羅的タンパク質発現解析を行った。
抽出しリストアップされた遺伝子産物に対しては
RNA レベル，DNA レベルにおいても解析した。
タンパク機能の判定として，遺伝子導入法を用いた
遺伝子機能解析も併せて行った。その結果，タンパ
ク質スッポトのうち口腔癌細胞株に共通して発現亢

進しているタンパク質が３スポット，共通して発現
低下しているタンパク質が２７スポット認められた。
これらのうち発現差の大きいタンパク質スポット５
つを MALDI-TOF MS で質量分析した。口腔がん
細胞で特異的に発現低下しているタンパク質を選択
しスポットをゲルから切り抜き，MALDI-TOF-MS
による質量分析を行った。Ubiquitous Mitochondrial
Creatine Kinase以下 CKMT1 が口腔がん細胞に特
異的に発現低下しているタンパク質として同定する
ことができた。そして機能解析より，CKMT1 の発
現低下は口腔扁平上皮癌で頻繁な事象であること，
またその発現の低下がエピジェネティクな制御によ
ることが示唆された。また CKMT1 は，ミトコン
ドリアの PTP のような機構を介して口腔扁平上皮
癌のアポトーシスを誘導する可能性が考えられた

（図１３）。
４）唾液タンパクを用いたスクリーニング

簡便で非侵襲的に反復して採取できる全唾液を資
料とした口腔がんのスクリーニング検査の可能性に
ついて検討した。現在までに口腔がん患者で唾液中
の IL-6，8 が特異的に上昇すること，プロテオミク
スにより網羅的に全唾液中のタンパク質発現変化を
解析したところ口腔がんで特異的に出現・欠失する
タンパク質があることを解明した３２）。さらに二次元
電気泳動法，PMF 法を用いて全唾液中からそれら
特異的に変化する新規バイオマーカー，新規分子標
的となる口腔がん関連タンパク質群の同定を試み
た。画像解析の結果，各々のプロテオーム上に約７００
～１２００個のタンパク質スポットが検出された。口腔
がん患者の術前唾液に特異的に発現し，術後消失し
たタンパク質スポットは１３２～２９６個認められた。こ

図１３ 二次元電気泳動法でタンパク質の発現低下を確認
Peptide-mass fingerprinting 法でタンパク質を同定
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口腔がん患者 全唾液

健常者 全唾液

図１４ 唾液を用いたプロテオーム解析
特異的に発現しているタンパク質スッポットは２８３～５７２個認められた

図１５ 口腔がん治療システムの構築
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れらのうち，全例共通して特異的に発現しているタ
ンパク質スポットは１８個であった。また口腔がん患
者の全唾液に特異的に発現し，健常者では発現のな
いタンパク質スポットは２８３～５７２個認められ，これ
らのうち全症例共通して特異的に発現しているタン
パク質スポットは３９個であった。

口腔がん患者の術前全唾液に特異的に発現し，術
後の全唾液および健常者全唾液から検出されないタ
ンパク質スポットは７個であった。

今後これらタンパク質の同定と局在の確認をして
検証を行う予定である。そしてチェアーサイドでも
検査可能なキットの開発も視野に入れている。これ
らのタンパク質はさらに解析を加えて，唾液中のバ
イオマーカーとして口腔がんのスクリーニング検査
にプロテインチップなどとして応用できる可能性が
示唆された（図１４）。

おわりに

口腔がんが他のがんと違う特徴を挙げるとすれ
ば，直視でき触診ができる環境にあることではない
か。多くの口腔がんは，長い時間（５～１０年）をかけ
て前癌病変，前癌状態を経緯してから発症する。そ
の期間に一般歯科医の診察を受けることも少なくな
いはずである。このように臨床的な環境は恵まれ，
口腔がんはセーブされてしかるべき状況であるはず
だが，残念ながら日本の口腔がんの罹患率と死亡率
ともに増加の一途を辿っている。腫瘍手術学を究め，
治療手技を磨いて眼前の患者を救うことができたと
しても，多くの未治療の患者に対して抜本的な解決
策には至らない。対策の一つとして，予防を念頭に
おいた多施設で協同した試みが必要だろう。一次予
防として，患者教育と歯科医師の意識レベルの改革，
二次予防として早期発見と早期治療のため口腔がん
検診の普及などを積極的に行う必要がある。また，
大学研究室レベルでは，遺伝子多型を用いてハイリ
スクグループの抽出，口腔がん細胞の分子生物学的
同定と予後の評価などを行い，エビデンスを蓄積し
臨床へフィードバックすることも重要である（図
１５）。

口腔がんを撲滅することはできなくても一症例一
症例をコントロール下において適切な治療を選択す
ることはできるはずである。単科大学一教室では自

ずと限界があり，網羅できる範囲も小さい。各地域
歯科医師会および口腔外科専門医等が協力して行え
るシステム構築が必要であろう。国民への啓発，そ
して一般歯科医へ口腔粘膜疾患の診断と口腔がん予
防の重要性のアピールを続けながら，口腔がんの制
御を達成していきたいと考える。

歯科医師は，その診療領域が一口腔単位であり，
歯と歯周組織にのみを対象とするのではなく，他の
口腔粘膜にも一様に口腔健康の管理をする責務があ
ることを，もう一度認識していただきたい。

本論文の要旨は，第２８３回東京歯科大学学会（２００７年６月２
日，千葉市）において特別講演したものである。
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