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緒 言

わが国では，１９８１年に癌が死亡原因の第１位を占
めるようになって以来，死亡者数は年々増加し，
１９９３年の癌死亡者数は２３万人，２０００年には年間２９万
人を超えた。これは全死亡数の３０．７％を占め，国民
の３人に１人が癌で死亡していることになり，この
割合は年々増加傾向にある１）。これまで癌による死
亡者数のうち，第１位は胃癌で，全体の２０％，次い
で肺癌の１７．６％であったが，１９９７年を境に，肺癌の
急速な増加と胃癌の減少により，男性で肺癌
（５０．１％）が胃癌（４０％）２）を上回り，死亡数の第１位
を占めるようになった。一方，口腔癌の罹患率は，
全体の５％２）と全体で１４位であるが，口腔癌の死亡
者数は男性が１９５５年で４１４人，２０００年で３，６１０人と４５
年間で８．７倍，女性においても２３６人から１，４５６人へ
と４５年間で６倍に急増している。さらに２０１５年には
男性が５，０００人，女性が２，８００人へ増加すると推測さ
れている３）（図１）。
すでに，胃癌，子宮癌，乳癌，肺癌，大腸癌にお

いては対策型（集団）検診（以下：対策型検診とする）
が普及しており，対策型検診による発見癌の予後
は，非対策型検診群に対して極めて良好であること
はよく知られている３～８）。口腔癌においても，他臓
器と同様，早期に発見し早期に治療することが治癒

率の向上のためには最重要である。当講座では千葉
県の様々な地区において歯科医師会と協力し，毎年
口腔癌検診を実施し併せて口腔保健の啓発活動を
行っている。
今回は，「健康なまち習志野」として早くから検

診事業に取り組んでいる習志野市歯科医師会ならび
に習志野市行政の協力のもと，１９９９年より２００８年の
１０年間における習志野市口腔癌検診の実績を紹介す
る。

対象および調査方法

対象：口腔癌検診の被検診者は，当日の混乱を避け
るため，習志野市歯科医師会ならびに習志野市の協
力により，あらかじめ検診希望者を市の新聞・広
報・ポスターなどで公募し予約制とした。対象年齢
は癌年齢を考慮し，原則４０歳以上の男女とした。
調査方法：検診は歯科医師会が主催する「歯の衛生
週間」のイベントの一部として行い，まず受診者に
問診表を記入してもらい，これを基に問診，視診，
触診を行った。歯科医師会会員が予診をとった後
に，当講座の医員（主に日本口腔外科学会専門医・
指導医）が検診を担当した。検診は個別のブースを
設けて，ミラー，歯科用ピンセットを用いて視診と
触診を行った。そこで何らかの異常が認められ，精
査が必要と判断された場合は，写真撮影ならびに現
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症の記録を正確に行い，生検等の病理診断は行わ
ず，２次医療機関へ紹介した。本検診の２次医療機
関としては本学千葉病院口腔外科，本学市川総合病
院歯科口腔外科ならびに千葉大学医学部付属病院歯
科口腔外科を受診者の症状や希望にあわせて紹介し
た。なお癌以外の口腔粘膜疾患についても積極的に
相談，指導を行った（図２）。
調査項目：受診者の問診票の中から，以下の項目に
ついて検討を行った。
①性別，②年齢，②受診動機，③齲蝕，歯周病以

外での口腔内病変の指摘，④かかりつけ歯科医がい
るか，⑤歯科以外での疾患の有無，⑥家族歴，⑦タ
バコや酒の生活歴，⑧多臓器の癌検診の有無

結 果

１：年齢・性別
１９９９年から２００８年までの１０年間の総受診者数は

７１８人であった。内訳は男性が１５６人（２１％），女性が
５６２人（７９％）であった。年齢別では，２０歳代が１人

（男性１人），３０歳代が５人（男性３人，女性２人），
４０歳代が７７人（男性２２人，女性５５人），５０歳代が１６０
人（男性２０人，女性１４０人），６０歳代が３０９人（男性７０
人，女性２３９人），７０歳代が１５２人（男性４０人，女性
１１２人），８０歳代が１４人（男性８人，女性６人）であっ
た（図３）。平均年齢は６４歳で，５０～６０歳代が全体の
６６．３％を占めていた。
男女別では，女性の受診者が男性の３倍以上の結

果であった。
１０年間の平均受診者数は７２人であった。毎年予約

図１ 口腔癌患者の罹患率

図２ 口腔癌検診の流れ

図３ 口腔癌検診年齢別受診者 図４ 広報習志野より口腔がん検診のお知らせ
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制で４０人程としているが，新聞・市広報・ポスター
での広報（図４）と歯科医師会が主催する「歯の衛生
週間」のイベントの一部として口腔癌検診も行って
いること，交通の便が良い駅前の保健会館を利用し
ているため，毎年募集人数以上の申し込みとなっ
た。また当日予約なしで受診を希望する方もいた。
２：生活歴（飲酒・喫煙）
受診者の飲酒歴は，毎日飲酒率が３９％，機会飲酒

率が２１％であった。また喫煙率は，現在喫煙率が７
％，過去喫煙率が１５％であった（図５）。
３：受診動機
受診動機は，精査希望が最も多く３７％，次に舌痛

や口腔粘膜異常が３７％，歯肉の腫脹・疼痛が２２％で
あった。半数以上の受診者が，何らかの動機をもっ
て受診している結果であった。
４：診断名
総受診者７１８人のうち，異常所見なしが５２５人（７３

％），診断名ありが１９３人（２７％）であった。診断名の

内訳は第１位が舌痛症・舌炎で２１％，次いで歯肉
炎・歯周炎が１４％，乳頭腫や線維腫などの良性腫瘍
が１１％，骨隆起が９％，口内炎が８％と続き，口腔
乾燥症，色素沈着，骨髄炎など多岐に渡っていた。
前癌病変（状態）である白板症が１．８％（１３名），扁平
苔鮮が０．４％（３名），紅板症が０．２％（２名）であった
（図６）。１０年間で口腔癌は発見されなかった。
５：他癌検診の有無
他臓器における対策型癌検診について，アンケー

ト調査の８０％が，何らかの癌検診を受診しており，
このうち胃癌（２７％）が最も多く，口腔癌検診だけで
なく，対策型検診に対して高い関心を持っていた
（図７）。

考 察

口腔癌の罹患率は全臓器癌のうち５％であり３），
頭頸部癌のなかで口腔癌は３５％，上顎洞癌は９％を
占めている４）。しかし，肺癌や胃癌のように罹患率
の高い癌は公的な対策型検診の対象となっている
が，口腔癌は現在ほとんどの自治体において，公的

喫煙している
７％

以前喫煙
していた
１５％

飲酒して
いない
４０％

毎日飲酒して
いる
３９％

喫煙しない
７８％機会飲酒

２１％

図５ 飲酒率および喫煙率

図６ 発見された粘膜病変 図７ 他部位癌検診受診状況
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対策型検診の対象になっていないのが現状である５）。
口腔は食事や会話，呼吸にといったQOLに極めて
関係の高い重要臓器である。しかし，一旦口腔癌を
発症し進展すれば，これらに関与する障害のほか顔
貌の変形も来たし，生存率にも大きく影響する。口
腔癌の病期別５年生存率は一般的に，StageⅠが
９８．１％ ，StageⅡが７３．７％ ，StageⅢが６５．５％ ，
StageⅣが３８％である６）。そのため，口腔外科医と
一般歯科医が歯科医師会と連携し，口腔癌検診を
行っていくことによって早期発見が重要な役割を示
す７）。
今回癌検診を施行した習志野市は２００８年現在，人

口１５万８，１４４人の都市で，千葉県の北西部に位置し，
東京から３０km圏内にある（図８）。東は千葉市，西
は船橋市，北は八千代市に接し，南は東京湾に面し
ており，海岸線は千葉港（東京湾）の一部を形成し，
地形は東西８．９km，南北６．２kmで内陸部の自然地
形と平坦な埋立地からなる。古くは，騎兵連隊・鉄
道連隊が置かれるなど軍都として発展してきたが，
現在，軍用地の跡は病院や学校に建替えられ，軍隊
の街から文教住宅都市へと変化していった。臨海部
は埋め立てられ袖ヶ浦団地，秋津団地などの大型団

地が建設されるなど東京のベットタウンとして目覚
ましく発展している。面積は，津田沼町時代の昭和
初期には６km２程であったが，昭和２９年（１９５４年）の
市制施行，昭和４１年（１９６６年），昭和５２年（１９７７年）の
２次にわたる埋め立て工事に伴い，現在，２０．９９
km２を有している。人口分布は，３０歳代が最も多く
２万７，２５０人（１７．２％），次いで４０歳代，６０歳代と続
く（図９）。
習志野市の歯科医師会員数は１１０人，歯科医院数

は９０か所存在している。習志野市の全人口数を習志

図８ 習志野市の位置

図９ 習志野市人口分布
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野市の歯科医師数で単純に割ると１人の歯科医が
１，４３８人の口腔癌検診を行えば，市民全員を検診出
来る計算となる。
習志野市歯科医師会では，「お口の健康から 体

の健康 そして こころの健康へ」をモットーに歯
科検診事業に力を入れておりその一環として口腔が
ん検診を１０年間施行している。また「自分の歯をか
けがえのないものとして大切にしてほしいな。そし
て自分自身を，家族を，友達を，他の人を，あらゆ
る生き物，地球を大切に考えてみようよ。そんな願
いを込めて。」を添えたリーフレットを毎年，習志
野市内全中学校１年生約１，５００人に毎年配布してお
り，乳児や高齢者だけでなく若年者にも健康を訴え
ている。
他にも習志野市の健康づくり総合計画として「健

康なまち習志野」として検診事業などにも力を注い
でおり，口腔癌検診のほか，肺癌，胃癌，子宮癌，
大腸癌，乳癌の検診も公的に実施しており，習志野
市は検診事業において先駆的な立場でとっている。
口腔癌は視診・触診で比較的容易に早期発見が可

能な臓器にもかかわらず，早期発見が十分になされ
ていないのが現状である。口腔癌の罹患率が今後も
増加することが予想されるため，早急な口腔癌対策
が必要であり，対策型検診はその一つの重要な手段
である。
大野ら８）は，癌検診を行う条件として「①罹患率

と死亡率が高い，②集団的に実施可能な方法であ
る，③診断精度が高い，④早期発見による早期治療
効果が望める，⑤費用効果のバランスがとれてい
る，⑥効率性と有効性がある，⑦安全な方法であ
る」を挙げている。口腔癌の罹患率は１９７５年に
Kuroishi ら９）は年齢調整罹患率（世界人口）は，男性
が１０万人に１．９人，女性が０．４人で，当時最も多かっ
た胃癌の男性８６．２人，女性４３．１人に比べると非常に
低いと報告している。その後，Waterhouse ら１０）は
１９７９～１９８２年の同様の調査で，男性が２．６人，女性
が１．０人で，１９８７～１９８９年では男性が３．４人，女性が
１．４人と着実に増加していると調査報告をまとめ
た。一方，２００６年Matuda２）らは，口腔癌の死亡率
（全世界）を男性が１０万人に３．２人，女性が０．８人と報
告した。久道ら１１）は罹患率が１０万人に２０人以下の対
策型癌検診は馴染まないとしている。口腔癌検診に

おける癌発見率は，江埼ら１２）は０．０６％，池田ら１３）・
高田ら１４）・外木ら１５）・加藤ら１６）は０％と報告してい
る。今回の習志野市における１０年間の口腔癌検診発
見率も０％であった。当講座の千葉県内の他地域に
おいて行った１０年間の口腔癌検診発見率は０．１４％で
あった１７）。他臓器癌検診発見率は胃癌が０．１５％，肺
癌が０．５％，大腸癌が０．１６％，子宮癌が０．０６％，乳
癌が０．１９％となっており，これらと比較しても口腔
癌検診の意義は充分あると考えられた。
重視すべき粘膜病変として，前癌病変がある。前

癌病変には白板症・紅板症があり，白板症の罹患率
は２～４％で，対策型検診の検出率は，池田ら１２）は
２．５％，江崎ら１１）は１．１％，外木ら１４）は１％と報告し
ている。口腔癌のみならず口腔前癌病変も含めた全
口腔粘膜病変を検出可能な口腔癌検診は大変意義深
いと考えられる。
欧米諸国によく見られる食生活の変化による栄養

障害や過度のストレスのかかったライフスタイル等
の環境因子も発癌のリスクファクターと考えられ
る１８）。当講座にて受診者には「口腔癌 早期発見の
ための８箇条」という一般向けのパンフレットを配
布し，口腔粘膜病変で注意すべき自他覚症状をわか
りやすく説明している（図１０）。
今後もこのような検診の拡大を考えると共に，行

政が認める成人に対する歯科検診制度についても，
成人歯科検診，事業所歯科検診，そして勧告程度の
歯周疾患歯科検診（４０，５０，６０，７０歳節目検診）が挙
げられるが，対象部位には口腔粘膜疾患の明記はな
く，「その他」の項目に含まれ異常所見の記入のみ
で代用されている。口腔癌の好発年齢となる５０歳以

図１０ 口腔癌早期発見のための８箇条
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降の年齢に対しても，受診を促す行政からの強制は
ない。よって歯科医師会と協力し，行政に働きか
け，市民に対しての口腔粘膜疾患の啓発活動を行っ
ていくことが重要である１９）のと同時に，一般母集団
の中から特に口腔癌のリスクの高い飲酒・喫煙者で
４０歳以上の男性をいかに積極的に受診させるかであ
る。現在の口腔癌検診の受診者をみると，平均年齢
が６４歳と定年を迎え，比較的時間に余裕があること
や他の癌検診を受診するなどモチベーションを高く
持っている人が受診している。つまり，現行の方法
ではこのハイリスク・グループにターゲットを絞れ
ないのが現状である。そこで，会社や健康保険組合
単位で行われている歯科検診の中に，口腔癌検診を
取り入れることが可能ならば，リスクの高い患者層
の受診率を上げることが可能と考え，口腔粘膜疾患
や口腔癌に対する診療技術の普及を行うことができ
ると考えられる。
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