
　みなさんこんばんは。国立がん研究センターが

ん対策情報センターの若尾と申します。本日は本

当にお忙しい中お集まりいただきありがとうござ

います。本日は記念すべき第 1 回がんサバイバー

シップオープンセミナーとなります。2 年前から

になりますが「公民館カフェ」、あるいは地域に

出て「ご当地カフェ」などをやらせていただきま

したが、その発展形として、勉強の部分をより強

化し、サバイバーシップの検討を行ないます。ま

たがんサバイバーシップに関心を持っている方の

ネットワークを創っていこうということも考えて

おります。

　本日のテーマは「がん治療とお口の関係」とい

うことで、国立がん研究センター中央病院歯科医

長の上野尚雄先生にお話しいただきます。医科歯

科連携は第 2 期がん対策推進基本計画でも非常

に重要視されておりまして、さまざまな取組みが

行なわれています。医科歯科連携をうまく進める

ことは、患者さんの QOL をあげ、その後の治療

成績にもつながるのではないかと思いますので、

そのあたりのお話を今日はしっかりと聴いて、積

極的にご意見等いただき、それを多くの方に伝え

ていただければと思います。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。
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　本日はようこそお出でくださいました。最初に、

「オープンセミナー」を始めることになった経緯

をご説明いたします。

　国立がん研究センターがんサバイバーシップ

支援研究部は、２０１３年の 4 月に立ち上がり、

現在 3 種類の学習イベントを展開しています。

２０１３年度から続けているのが「公民館カフェ」

と「ご当地カフェ」。そしてこの「オープンセミ

ナー」が３つめになります。

　「公民館カフェ」では、がんサバイバーシップ

に関連して毎回異なるテーマをとりあげ、講演を

通じて学ぶとともに、小グループの話し合いを通

じてネットワーキングをしてきました。がん体験

者・ご家族・医療者・一般市民が同じプラットホー

ムで話し合うことがたいへん好評で、新聞でも紹

介されました。中央区月島区民館で開催されるこ

の学習イベントは、すでに 10 回続き、さまざま

なトピックをとりあげてきました（スライド１）。

たとえば、外見ケアの回では、国立がん研究セン

ターアピアランス支援センターの野澤桂子先生に

お出でいただきました。また ASCO（American 

Society of Clinical Oncology: 米国臨床腫瘍学

会）の患者プログラムに日本から参加された天野

慎介さん（一般社団法人グループ・ネクサス・ジャ

パン理事長）の「患者が学会に参加するというこ

と」の報告や、体験者の方によるアドボカシー活

動をとりあげた回もありました。国立がん研究セ

ンター東病院の小川朝生先生や堂谷知香子先生に

よる「がん患者向け禁煙外来」のお話。日本代表

男子車椅子バスケットボールヘッドコーチの及川

晋平さんからは、病気になってもいかにスポーツ

を楽しむかというお話をうかがいました。先日開

催した第 10 回では、「がんになっても旅をしよ

う」というテーマで、NPO 法人 Check 代表理

事金子健二さんが、旅行会社やトイレの整備状況

のお話をしてくださいました（118 ページ参照）。

　スライド 2 は公民館カフェ参加者の第 6 回ま

での集計です。申込者がだんだん増えていること

がわかります。がん体験者やご家族の方がいちば

ん多いのですが、同じくらい医療者の参加があり、

さらに企業関係者やメディアの方も参加していま

す。また回を追うにつれて、お友だちから誘われ

たという、今のところがんとは縁がない一般市民

の方や、あるいは市民活動をされている方なども

興味をもってやってきてくださいました（スライ

高橋　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

スライド 1　公民館カフェ各回テーマ

がんサバイバーシップ�オープンセミナーの趣旨説明
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ド３）。

　参加者アンケートからは、「出会いが楽しい！」、

「視野が広がった」、「元気をもらった」、「さまざ

まな背景の方と話ができる」、「暮らし密着の話が

聞けるのが良い」、「自分の技術をがんになった後

の暮しに役立てたい」、「病院では聞けない患者さ

んの実体験を知って参考になった（医療者）」な

どという声が寄せられています（スライド４）。

　「公民館カフェ」の好評を受け、がんサバイバー

シップ支援部では、カフェの地方展開版として

「ご当地カフェ」というイベントも年に 2 回実施

しています。今まで沖縄県、宮城県、北海道、奈

良県で実施しました。今年は石川県と愛知県で開

きますが、これまでの開催地でもご好評をいただ

いています（スライド５）。異なる背景の方々が

一堂に会してがんと暮らしを語る機会は、どの地

方でもあまり多くはありません。国立がん研究セ

ンターが各地の「ご当地」にうかがい、その場所

の医療機関と共同開催をすることで、いろいろな

方が集まるきっかけができます。このイベントで

も、講演とともに参加者のグループワークが好評

です。

　さて、今日の「オープンセミナー」です。「公

民館カフェ」や「ご当地カフェ」を展開していく

スライド 2　公民館カフェのこれまでの参加者（1）

スライド 3　公民館カフェのこれまでの参加者（2）
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うちに、参加者の方から、診断後を生きていくこ

とに関するさまざまなテーマについて語り合うだ

けではなく、より深い知識も得ていきたいという

声があがり始めました。特定のテーマについてよ

り学術的に掘り下げ、質疑応答の時間を十分に確

保してしっかり学ぶ機会への要望です。そのよう

な方向性も大事にしたいと思いました。

　また、今までは区民館やご当地に出かけていま

したが、「オープンセミナー」は国立がん研究セ

ンターの会議室で開催することにしました。セン

ター内で開催することで、スタッフもこれまでよ

り参加しやすくなります。年度末には活動記録と

して、講演記録や質疑応答をまとめた冊子を作成

することにもいたしました（スライド６）。

　この第３の学習イベント「オープンセミナー」

を、がんサバイバー、ご家族、医療者、企業、行

政関係者、研究者など、多様な背景を持つ方々が

集ってがんサバイバーシップについて考える機会

にしていきたいと思います。以上、趣旨説明でし

た。

スライド 5　ご当地カフェ＜がんになったあとの暮らしを学ぶ・
語る・笑顔になる市民参加型学習イベント＞

スライド 6　オープンセミナー＜がんになったあとの暮らし
を学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベ
ント＞

スライド 4　公民館カフェへの評価
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上野　尚雄
国立がん研究センター中央病院歯科医長

がん治療とお口の関係�
〜安全ながん治療のための、歯科の役割〜

はじめに
―がんセンターの歯科の仕事とは？

　本日のセミナーには、医療者だけでなく、いろ

いろな方が来られるとうかがっております。はた

して僕はどういうお話をしたらいいか実は今も悩

んでいます。みなさん、国立がん研究センターに

歯科があることとか、がん治療の現場で歯科は何

をしているのかをきいたことがある方はどのくら

いおられるでしょうか。< 参加者挙手 >3 分の 1

ぐらいの方はご存じのようですが、残り 3 分の

2 の方は、「がん治療の中で歯科は何をしている

のか ?」と思っておられるのではないかと思いま

す。

　そもそも歯科には「怖いところ、痛いところ」

とあまりいいイメージはありません。私どもの歯

科に来られる患者さんも、多くの方は少し緊張し

た顔で来られます。

　がんセンターの歯科では、実は一般的な歯科の

治療はあまりしておりません。私たち歯科は、歯

の治療ではなく、がんと闘っておられる患者さん

の「しっかり食べる」を支えることで、がん治療

を支援する仕事を行っています。

　「がんセンターの歯科ではどんな仕事をしてい

るのか」、そしてわれわれ歯科がお手伝いできる

「円滑ながん治療のために、お口からできること」

を、本日のセミナーでぜひ知っていただき、歯科

の怖いイメージを少し払拭できれば嬉しく思いま

す。

　がんセンターの歯科の仕事は、がん治療がなる

べくスムーズに進むよう、なるべく治療の痛みを

少なくし、少しでも安心して頑張ってもらう「が

ん治療を上手に乗り越える」ためのお手伝い、が

んとの闘いの中で生活の質をなるべく落とさず、

少しでも療養生活の質を高く維持するためのお手

伝いです（スライド 1）。

　がん治療中の療養生活の質とお口には、どのよ

うな関係あるのでしょうか。実はがん治療の影響

によって、患者さんの口内に色々なトラブルが起

こりやすくなるのです。治療が始まったとたんに

歯肉が強い炎症を起こしたり、口の中がただれて

血だらけになってしまったり、口の中の細菌が感

染を起こしたり、時には口の中にカビが生えてし

スライド 1
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まうこともあります。口腔がんの患者さんではな

くても、口の中がそうなることがあるのです。まっ

たく口とは関係のないはずのがんで、治療を始め

た患者さんのお口の中がひどい状態になってしま

う。治療を受けるすべての方がみんなそうなるわ

けではないのですが、それでも実際にお口の症状

で苦しんでいる患者さんがたくさんいる。こうい

うことがあるということをぜひ知っていただきた

いです。

　口の中がただれてしまう口腔粘膜炎、免疫力が

落ちた時に口の中の細菌が急に暴れて悪さをする

感染症、最近ではあごの骨が壊死を起こすという

大きな薬の副作用も知られています。そうでなく

てもしんどかったり、だるかったり、気持ち悪く

なってご飯も食べたくなくなってしまうこともあ

ります。がんセンターで歯科医師として働いてい

ると、治すためのがん治療の副作用で、食べるこ

とや話すことが一時的とはいえ非常に大変な状況

になる患者さんがたくさんおられることに驚かさ

れます。

　がん治療中に起きる口腔内のそのようなあらゆ

る問題に対して、苦痛を緩和し、最後までがん治

療をやり遂げていただくために、歯科的なお手伝

いでお口のサポートを行うことが僕たちの仕事で

す。歯科として、お口からがん患者さんを支援す

るという仕事を、私は静岡県にある県立静岡がん

センターで勉強をして、それから国立がん研究セ

ンターに来させていただきました。10 数年来が

んセンターで仕事をしてきましたが、私の師匠か

らは、いつも 3 つの歯科の目的を指導されてき

ました。１つ目は口腔合併症の予防やリスクの軽

減をめざすこと、2 つ目は起きてしまった口腔内

合併症の症状を緩和し療養生活の質の維持向上に

努めること、3 つ目は治療中だけではなく、治療

が終わっても最後まで患者さんの口腔の機能を維

持し療養生活の質の維持向上を図ることです。

がん治療開始前から
―口腔内合併症予防やリスク軽減はできないか ?

　ひとつめの目的は予防です。副作用があること

は、あらかじめわかっていることでもあります。

この薬はこういう副作用があるとわかっているの

であれば、それをゼロにはできないかもしれませ

んが、事前に対策をしてつらさを和らげられない

かということです。

　いろいろな論文、いろいろな研究者が、がん治

療中の口の副作用について研究している中で、現

時点で共通の認識として言われていることがあり

ます。それはがん治療中に起るお口の問題には、

口腔内の細菌が少なからず関与しているというこ

とです（スライド 2）。

　実はお口の中は人間の身体の中でも非常に細菌

が多い部位で、またその種類も多く、さらにその

細菌が慢性の病巣をつくるという特徴がありま

す。口の中に細菌がたくさんいても、病巣があっ

ても、体力のある時は何ともないのですが、がん

治療が始まって体力が低下したり、免疫力が低下

した時に、今まで仲良くしていた細菌が、急に牙

をむいて悪さのもとになってくるのです。そこに

何か予防的に関わることはできないでしょうか。

　このような考えのもと、ひとつの取組みとして

スライド 2　がん治療中の口腔トラブルは口腔内の細菌が少
なからず関与している
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始まっているのが、がんの手術を受ける患者さん

に対してのお口のケアについてです。

　がんの手術の後の合併症と言いますと、みなさ

んは傷のくっつき具合や傷が化膿してしまったと

か、手術の傷の問題をすぐに思い浮かべると思い

ますが、実はそれ以外にもいろいろな合併症のリ

スクがあります。その中で、術後肺炎というもの

があります（スライド 3）。手術の後に細菌が肺

の中で感染を起こして、熱が出たり呼吸が苦しく

なったりするものです。実はこの術後肺炎は手術

後の合併症の中で、少なくない頻度で起ることが

報告されています。発症頻度は 1.5 〜 6%、ア

メリカでの大きな調査報告では 3.0% 前後と言

われています。全身麻酔の時には、人工呼吸器の

チューブが口から気管に入りますので、口の細菌

が肺の中に入りやすくなるからです。手術の場所

も関係し、口や喉や食道に関わる手術だと数 %

の術後肺炎のリスクが 10 〜 20%、またはそれ

以上に悪化します。術後肺炎は呼吸の苦しさや発

熱だけでなく、入院期間の延長など、いろいろな

リスクとも関連があります。少しでも減らさねば

なりません。

　術後肺炎のリスクを少しでも減らそうという、

ひとつの取組みの報告があります。スタンフォー

ド大学の取組みです。全身麻酔での手術後、術後

肺炎を起こしてしまうと、せっかく傷の具合がい

いのに肺炎のせいで苦しい思いをしたり、入院の

期間が延びてしまうことがある。それなら、予め

リスクを減らしてから手術をしようということ

で、外科病棟に入院した患者 3,319 名を対象に、

手術をする前に口腔内を徹底的にきれいにして細

菌が少ない状態にし、それから手術後に呼吸機能

が落ちないようにリハビリの先生や理学療法士さ

スライド 3　術後肺炎

スライド 4　病棟での口腔ケアを含む肺炎予防プログラムは肺炎の発症率を 4分の 1に
減少させた

んが呼吸機能を維持するリ

ハビリをして、いい状態、

万全な状態で手術をしても

らうことにしました（スラ
イド 4）。この前向き研究

の結果、いい状態にしてか

ら手術をすることで、術後

肺炎の発症頻度が 4 分の

1 に減ったのです。統計学

的にも有意な差を持って肺

炎は減っているという結果

でした。予防的な取組みに、

大きな意味があったという

ことです。

　また日本でも歯科の介入

12 Ⅰ　オープンセミナー・第 1回



効果のさまざまな研究が行われています。舌にが

んができで、食べづらい、しゃべりづらいという

状態になってしまうと、お口の中が痛いので歯ブ

ラシなどが使えず、汚れがいっぱいのお口になっ

てしまうことがあります。この状態で手術すると、

術後に傷口に感染を起こしたり、肺炎になったり

しやすくなってしまいます。スライド 5 の左右

は同じ患者さんです。写真のように、歯の表面の

ヌルヌルをしっかりと清掃して、病気の場所にた

まった汚れなどをきれいにして、感染のリスクが

少ない状態で手術をするようにします。厚労省の

がん研究助成金を受けた研究では、このように口

の中をいい状態にして手術をすることで、口腔・

中咽頭がんの術後の合併症の発症が有意に下がり

ました。術後合併症の発症率は「口腔ケアあり」

が 16%、「口腔ケアなし」64% でした（スライ
ド 6）。多変量解析という統計解析の結果、口を

きれいにしてから手術することは、このような

口腔・中咽頭がんの手術後の合併症の発症率を 7

分の 1 に減らすことがわかりました。

　抗がん剤の治療ではどうでしょうか。薬による

治療でも口の中にはいろいろな合併症が起きま

す。一般的な殺細胞性の抗がん剤は、細胞分裂が

活発なところ、分裂・増殖が盛んな細胞に効果が

あります。したがって、がん以外の正常な組織で

も細胞分裂が活発なところは影響を受けてしまい

ます。たとえば消化器粘膜です。口腔内の粘膜は

影響を受け、炎症を起こし口内炎が起こります。

お腹の中の消化器粘膜に影響が出ると下痢になっ

たりします（スライド 7）。血液の細胞をつくる

骨髄も影響を受けてしまいます。細菌をやっつけ

る好中球が減ってしまうと感染を起こしやすくな

りますし、血小板が減ると出血しやすくなり、赤

血球が減れば貧血が起こります。特にお口で問題

となるのは、好中球の減少により感染を起こしや

すい状態（骨髄抑制）のため、口の中の細菌が急

に悪さをすることで、これが非常に多いです。歯

科が対応する虫歯とか歯周病などのお口の病気

は、すべて細菌が原因です。僕ら歯科のふだんの

仕事は、ほとんどが口の中の細菌感染の制御であ

り、お口の中の管理の良し悪しはそこにかかって

スライド 5　口腔・中咽頭がん再建手術における口腔ケア介入

スライド 6　口腔ケア介入による頭頚部再建手術の術後合併
症発症率

スライド 7　抗がん剤治療は細胞分裂が活発な組織が影響を
受ける
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います。抗がん剤による骨髄抑制でこれらお口の

細菌が悪さをしやすくなるのです。

　また唾液をつくる組織も影響を受けるので抗が

ん剤を受けると大変口の中が乾いてガサガサに

なってきます。唾液は口の中をきれいにする作用

があるので、これが減ってくるだけでさらに細菌

が悪さをしやすくなります。さらに、だるい、気

持ち悪いという時には、今まではしっかり行って

いた歯ブラシがとてもいやになります。奥歯まで

歯ブラシを入れたらそれだけで「ウッ」と吐きそ

うになってしまい、きれいにできない。そうする

と感染のリスクはさらに上がります。最近のいろ

いろな研究論文でも、抗がん剤をやるとまちがい

なく口の中の感染病巣の再燃や増悪が起きるリス

クが上がると報告されています（スライド 8）。口

腔の細菌感染はお口の中が痛くなったり腫れたり

するだけでなく、時には全身に悪影響を与えます。

好中球が少ない時に起こった感染症は、きちんと

対応しないと命に関わるということは内科の先生

がよく言われることです。2007 年の論文では、白

血病の患者さんが行うような造血幹細胞移植とい

う大きな抗がん剤治療を受ける患者さん 1,000

人の内、1.8 人は今でもお口の細菌が原因の感染

で命を落としているという現実があり、絶対にお

口の管理をしてくださいと報告しています。お口

の管理の中心は感染を起こしてからあわてるので

はなくて、リスクの高い、大きな治療を乗り越え

るためには万全の態勢でやる必要があり、治療す

る前にできる限りリスクを減らしてから、治療に

臨むことが推奨されています。National Cancer 

Institute（NCI：米国国立がん研究所）の情報手順

では、「がん治療が始まる 2 週間前までに歯科を

受診しておくこと」が推奨されています。治療前に

一度歯科に行って、お口の中の感染リスクをチェッ

クしてから治療に臨んでいただけませんか、と明

記されています（スライド 9）。

　また、あごの骨ががん治療の薬の影響で壊死を

起こすという信じられない副作用が知られていま

す（スライド 10）。こんなお口の副作用が実際

スライド 8　口腔内は慢性感染病巣の宝庫

スライド 9

スライド 10　薬剤関連顎骨壊死：MRONJ（Medication-
RelatedOsteoNecrosisofJaw）

14 Ⅰ　オープンセミナー・第 1回



に起きているのです。薬剤関連顎骨壊死と言い、

がん治療で使用される一部の薬剤の重篤な副作用

です。いろいろな薬剤で起るのですが、発症率は

1% 前後、100 人に 1 人ぐらいと言われていま

す。100 人に 1 人というと、そう多くはないか

と思われるかもしれませんが、この副作用は実際

に起ってしまうと食べること、しゃべることは大

きく障害され、患者さんの生活の質をかなり落と

してしまいます。100 人に 1 人だからというこ

とではなく、少しでもリスクは減らしておかなけ

ればなりません。あごが壊死を起こしてしまって

からでは、なかなか良い対策がないからです。

　スライド 11 の多施設の研究では、あごが腐

るリスクのある薬を使う前に歯科を受診してお口

の中を清潔な、いい状態にしてから薬を使ったグ

ループと、そのような処置をしないで薬を使った

グループとで、あごの壊死の発症リスクを比較し

ました。すると、事前に歯科を受診して、お口の

中をいい状態にしてから治療に入ると、壊死の発

症率が 3 分の 1 に減り、また起きたとしても重

症にならずに済むことがわかりました。今、いろ

いろな治療ガイドラインで、治療の前に必ず歯科

を受診してお口の中をチェック・ケアしてくださ

いと明記されています。

がん治療開始前、歯科は実際に何をするか

　このようにがんセンターの歯科では、がん治療

の副作用の予防についていろいろ頑張っていま

す。具体的に僕らが行っていることは 2 つあり

ます。ひとつは、なるべく機能するお口、食事が

しやすいお口にしておくということです。がんは

ご高齢の方が多い傾向のある病気であり、お口の

中にすでに何か問題がある方が多いのです。合わ

ない入れ歯による傷があったり、スライド 12 の

右上の写真のように壊れた入れ歯でも、「私はこ

れでも大丈夫」と言う方もいます。今まではそれ

で良かったかもしれませんが、これからがん治療

を受けるにあたっては、しっかりと食事ができる、

機能する口でないといけません。合わない入れ歯、

壊れた入れ歯は修理が必要です。グラグラしてい

る歯や砕けた歯の治療をしておく。

　もちろん、これらの歯を全部治そうとすると時

間がいくらあっても足りません。でも「リスクを

スライド 11　予防的歯科介入は骨壊死の発症リスクを減少させる
減らす応急処置」であれば、

がん治療前の短い時間でも

できることがあります。

　スライド 12 の左下の写

真の方は、1 本の歯が噛む

たびにグラグラして食べに

くい。この方のお口の中を

全部治すのはかなりの時間

がかかりますが、この歯 1

本を抜くだけなら 5 分で

終わります。1 本抜歯して

おけば、食べやすくなり、

感染のリスクは減るかもし

れない。右下の方は、虫歯

で歯がボロボロになり、も
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う歯のかたちをしていません。虫歯で歯が砕けて

尖った部分がこのままだと粘膜に擦れて口内炎が

ひどくできてしまうかもしれない。食べる時にも

非常に邪魔です。すべてを治すのは何ヵ月もかか

りますが、この砕けた歯の尖った表面を少し丸め

ておいて危なくないようにしておこう。これも 5

分で終える応急処置ですが、これでもリスクは減

る。全部の歯を治すのではなくて、がん治療の邪

魔になる歯だけでも、応急処置をしてリスクを減

らすのです。

　もちろん万全の態勢、パーフェクトな口が一番

いいのですが、がん治療を控えておられる患者さ

んには、なかなかそうはいきません。私どもの外

来も、今日入院して午後から抗がん剤が始まるの

でお口を診てくださいと言われることがありま

す。それでも僕らは、「30 分やそこらでは、何

もできない」とは言いません。「30 分の間にで

きる、お口のリスクを減らすことを考えましょう」

と言います。明日から抗がん剤なら「明日までに

できるお口の前準備をいっしょに考えましょう」

と言います。もちろん時間が 2 週間あるならで

きる歯科の前準備はもっと増えますし、1 ヵ月あ

ればさらにできます。本当のことを言うならば、

がんになってからあわてるのではなく、常日頃か

らお口をきれいにしてね、という話になります。

　それからもうひとつは、悪さをする細菌を少し

でも減らしておくということです。私の口の中は

きれいですと言われる方でも、歯科で診るといろ

いろな汚れが残っていることがあります。とくに

歯ブラシでは取れなくなっている汚れが歯に付い

ています。歯が痛くないからここ 2、3 年は歯医

者とはご無沙汰ですという方は、おそらく歯石と

言われる歯ブラシでは取れない細菌の汚れがた

まっています。スライド 13 の左上の写真で歯の

隙間を埋めているのは、全部細菌の塊、歯石です。

右上が歯石を取り除いた写真です。こうやってき

れいにしておきます。もちろんご飯を食べたり、

時間がたったりすると、また細菌が増えてきま

す。このきれいな状態を維持するために一番大事

なのは、やはり歯ブラシです。多くの学者さんが

いろいろな研究をしています。強い消毒薬でのう

がいとか、抗生物質の予防的な使用などが一時良

いのではないかと言われましたが、今これらは全

部、効果がないことがわかっています。歯ブラシ

で物理的にこすってきれいに汚れを取ることが、

もっとも確実なお口の感染予防策なのです。もち

ろん歯ブラシできれいにしてくださいと言うだけ

で完璧にきれいになるのであれば歯医者は要りま

せん。お口の状態に合わせた適切なブラッシング

の方法をいっしょに相談します。繰り返しになり

スライド 13　がん治療前に口腔の感染リスクを減らすスライド 12　がん治療前に歯科疾患の応急処置を
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ますが、お口にとっては歯ブラシがもっとも確実

な感染予防になります。虫歯予防だとかエチケッ

トのための歯ブラシではなくて感染から自分自身

の身を守るための技として、感染制御としてのブ

ラッシング方法を習得してもらいます。

　このように、僕らの仕事は口の中を 100 点に

しようというものではありません。歯科治療とい

うと、時間がかかる、大変な治療をされるのだろ

うと思うかもしれませんが、僕らは虫歯がいっぱ

いあっても、それががん治療の邪魔をしないもの

であれば、それはそれでいい、がん治療が終わっ

て病気をしっかりやっつけてからゆっくり虫歯を

治せばいいと考えています。ただ、がん治療の邪

魔をする虫歯はよくありません。「今、歯が痛い

です」とか「グラグラで噛めません」という状態

であれば、がん治療が始まる前に、少しでもでき

る何かを考えましょうということになります。可

能な範囲の歯科治療で最善を尽くすということで

す（スライド 14）。

　このような取組みを続け、現在私どもの歯科を

受診される初診の患者さんのほとんどは、お口で

困っている人ではなくなりました。内科の先生や

外科の先生が「これからお口が困ることになるか

もしれない治療を行いますので、今のうちに歯科

に行って診てもらってください」という依頼をし

て 来 ら れ る 方 が

77% を占めてい

ます（スライド
15）。

　患者さんは

検査でがんが

判 明 し、 主 治

医の先生に「治療を頑張りましょう。それでは、

まず歯科に行ってください」と言われて「え !?」

という感じで歯科に来られるのです。「私はがん

なのに、まず歯科に行けと言われたのですが…」

と言われます。でもそこで歯科に来ていただいた

理由、お手伝いしたい内容を今のように説明する

と「私は汚いままでいいです」とおっしゃられる

方は、ほとんどおられません。少しでも安全に治

療を乗り越えるために、できることは何でもやっ

ておきたい、そう思われる患者さんがほとんどな

のです。

治療中の口腔合併症の緩和

　お話したような取組みで予防に努めても、お口

の副作用は残念ながらゼロにはなりません。がん

治療中、やはりいろいろなお口の副作用はどうし

ても起きてしまいます。2 つめは、お口の中にい

スライド 15　当院歯科の初診患者内訳の変遷スライド 14　予防的口腔管理で「気をつけている」こと

て 来 ら れ る 方 が

77% を占めてい

スライド

　患者さんは

検査でがんが

判 明 し、 主 治
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ろいろなことが起きた時に、少しでも症状を緩和

したり、乗り越えるための手助けをすることが歯

科の目的になります。

　口腔粘膜炎は化学療法の患者の 40% 程度に発

生して治療の邪魔をします（スライド 16）。それ

ほどの高頻度でお口の副作用が起きることを、実

は私自身、恥ずかしながらがんセンターで働くま

では認識しておりませんでした（スライド 17）。

　ご存じの方も多いと思いますが「がん情報サー

ビス」のホームページでは、最新のがん情報をみ

なさんに提供しています。僕が国立がん研究セン

ターに赴任する今から 7 〜８年前「がん情報サー

ビス」内の検索サイトでずっと上位を占めている

検索ワードがあったと聞いています。それは「口

内炎」でした（スライド 18）。「吐き気がつらい」

とか、「下痢が困ります」といった副作用は、けっ

こう対策が確立しています。でも「口が荒れて困

る」という副作用は対応が確立しておらず、皆さ

ん情報を求めておられたのです。それほど口内炎

で困っておられる患者さんは多いのです。そのよ

うな中、「いつまでこの口の症状は続くのか」「何

かできることはないのか」という患者さんの声に

こたえて、がん対策情報センターがつくったのが

『がん治療と口内炎』というパンフレットです。

　がん治療中の副作用については、昔は「がんを

治すためにはある程度仕方がない。いずれ回復し

ます」「副作用が出るのは当たり前、みんな同じ

です」というような認識があったのではないで

しょうか。口内炎は出て当たり前、口の中がただ

れて食事ができないくらい我慢しなさい、良い対

応策がないのだから歯科に行っても仕方ない。で

も、仕方がないからと言われてそのままにしてお

いたら、それで終わりです。苦痛症状をゼロにす

る方法はなくても、少しでも軽くする方法はない

だろうか、つらい期間を短くできないかなと歯科

では考えています。そのような中で、ひとつ口内

炎への対応で言われていることがあります。ひ

スライド18　がん対策情報センターホームページ：http://
ganjoho.jp（図は2010年時点のサイト内容です）

スライド 16　口腔粘膜炎

スライド 17　ほぼすべての患者で、口腔粘膜炎の発症がある

どいお口の状態の時はとても歯ブラシはできな

いので、口の中が汚れだらけになってしまいま

す。しかし口内炎の傷から細菌が入り感染を起こ

すと、口内炎はもっと痛くなりますし、もっと治
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りが遅くなります。口内炎ができている時はつら

いのですが、ここでお口をきれいにしておかない

と、もっとひどくなってしまう。これ以上ひどく

ならないように、きれいにすることが大事なので

す。しかしとても自分では触れられないし、いき

なり歯ブラシを使うと痛みで跳びあがってしまい

ます。そこで僕らが清掃のお手伝いをします。い

ろいろな痛み止めを使い、口の中に麻酔をかけた

りしながら、痛みを和らげながら少しずつお口の

ケアを行います。感染を予防し、これ以上ひどく

ならないためです。しかし実際に感染制御を目的

にお口の中をきれいにすると、患者さんから「先

生、明日も来るから口の中をきれいにして」と言

われます。痛い口の中を触られるのは非常にいや

なことだろうと思っていたのですが、もっといや

なことは、口の中に動かせないほど血とか膿とか

汚れをたくさんためた状態で、24 時間ずっと我

慢することなのです。これはつらいことです。自

分でうがいもできません。このような不快な状態

は痛みの閾値を上げます。きれいにさっぱりとし

た快適な状態にすると、それだけでも痛みが和ら

ぐという現実があります。そのためにも、痛み止

めを塗りながら口の中をきれいにします。口腔

ケアをすることで、たちまち粘膜炎が治るわけ

ではないのですが、痛みを和らげたり、出血を

抑えたり、感染を制御することに、まちがいな

く有効です。口腔ケアについて、Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer

（MASCC） や International Society of Oral 

Oncology（ISOO）、 ア メ リ カ の National 

Comprehensive Cancer Network（NCCN）、

米国臨床腫瘍学会といった団体がガイドラインや

指針を出しています（スライド 19）。

　お口をきれいにケアすることで患者さんの症状

緩和につなげるだけではなく、こういう支持療法

をしっかりとすると、がん治療の完遂率、つまり

治療を最後まで予定通りにやり遂げる率が高ま

り、がん治療の効果を上げる可能性が報告されて

います。これは国立がん研究センター東病院の全

田貞幹先生が中心になって行なわれた研究です

が、口腔がんで放射線と抗がん剤を併用すると、

口の中が粘膜炎でひどい状態になるため、静岡が

んセンターではその治療を最後まで頑張れた人は

85% でした。15% の人はつらさのため治療を

最後までやりきれなかったのです。しかし治療の

内容は同じまま、口腔ケアを行ない感染を制御し、

医療用麻薬性鎮痛薬（オピオイド）を使って痛み

をコントロールし、胃瘻（PEG：polyethylene 

glycol）も併用して栄養管理を行うという支持

療法を十全に取り入れただけで、治療の完遂率は

99% にまで上がりました。痛いよりは痛くない

方がいいよねとか汚れているよりは綺麗な口がい

スライド 19　口腔のケア
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いよねというレベルではなく、積極的な支持療法

を行いがん治療をサポートすることで、がん治療

の本来の効果を向上させることが期待できるとい

うことです（スライド 20）。

　あごの骨の壊死という副作用も、起こってしま

うと確かに治癒が難しいのですが、それでも僕ら

は治らないまでも、少しでも良くなるためにでき

ることとして、口腔ケアなどを行います。しかし、

そう努めることで、症状緩和や進行の抑制が期待

できることがわかってきました。スライド 21 の

下の写真の方はあごが壊死を起こして皮膚まで広

がってしまった方ですが、継続して口をきれいに

し、抗生剤を使用するなど、感染管理に努めまし

た。すると、徐々に痛みは和らぎ、骨が露出した

傷は小さくなってきました。これは治ったわけで

はありません。それでも苦痛が緩和するというこ

とは大事だと思うのです。

　僕らの目標は、副作用を絶対にゼロにしようと

か、出さないようにというのではなくて、副作用

はどうしても出ることもあるが、最後までがん治

療をやり遂げられるように、サポートを続けよう

ということ、あるいは少しでも治療中の生活の質

を落とさないように、しっかり食事ができるよう

に、会話が楽しめるようにしようということです。

感染を制御して痛みを緩和したり、あるいは副作

用に関する適切な情報を提示して少しでも安心し

てもらうなど、何かできる方法を考えましょうと

いうことなのです（スライド 22）。

治療終了後に歯科としてできること
―療養生活の QOL 維持向上のために

　3 つめの目標は、がん治療を頑張って乗り越え

てきた人に、最後まで口腔の機能を維持してもら

い、生活の質を維持・向上することに歯科が関わ

り責任を持とうということです。がん治療が終

わったから歯科の役割は終わりではないというこ

とです。

スライド 21

スライド 22　がん治療中の歯科支持療法

スライド 20　支持療法をしっかり行うことで治療完遂率は
上がる
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　がん治療は終わってもお口のつらさが続いてい

る人がたくさんいます。スライド 23 は、当院の

骨髄移植病棟の荒木光子看護師長の研究です。移

植治療を受け、外来フォロー中の患者さんに「治

療中、お口の症状が一番辛かったのはいつでした

か」というアンケートを行いました。やはり治療

中の口内炎だらけになった時が一番辛かったのだ

ろうなと思っていたのですが、結果はまったくち

がう答えが出てきました。「今がつらい」という

のです。移植治療が終わり 1 年たち、2 年たって、

口の問題は今がつらいという人がいるのです。何

かおいしくない、以前と感じる味がちがう、口が

乾いてガサガサしているので汁物がないととても

食べづらい、粘膜がとても敏感になってしまい、

好きだったお寿司も醤油がしみてつけられず、ワ

サビなどとんでもないなど、まだ食べることに

困っていると言う人が 81% もいたのです。

　写真は 18 歳の女性で抗がん剤と放射線の治療

をされた方ですが、この方は治療後 2 年たって

も歯ブラシがしみて痛い、食事がおいしく食べら

れない、ケアを頑張っているのに治しても治して

も虫歯ができる。歯の表面を見ると真っ黄色に

なっていて、これは歯の表面が溶けているのです。

唾液の分泌が少なくなったり、口の中のお掃除が

しづらくなるなど、がん治療後も残ったいろいろ

な影響で歯が全体的に溶けるような虫歯になって

います。普通はこういう虫歯は大人では起こりま

せん。抗がん剤治療を乗り越えて病気は治ってい

るのですが、18 歳の女の子の歯がこういう状態

になってしまう（スライド 24）。これをサポー

トできるのは歯科だけです。

　がん治療を乗り越えた後にも、このようなこ

とが起きるという事実を知ってもらったうえで、

治って終わりではなく、そのあとも食べる・話す

という機能を支え続けることも大事なのです。

　頭頸部がんの手術を乗り越えた患者さんに対し

て、少しでもがん治療前の生活に近づけるため、

術後に特殊な入れ歯を入れたり（顎義歯治療）、

飲み込み障害がある場合は、飲み込みを補助する

装置を作ったりもします（スライド 25）。

　スライド 26 のような治療も行っています。エ

スライド 23　 がん治療が終わっても口腔内の苦痛が遷延し
ている

スライド 24　がん治療が終わっても口腔内の苦痛が遷延し
ている

スライド 25　少しでも「がん治療前の生活」に近づける
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ピテーゼ治療といい、入れ歯をつくる技術を用い

て、シリコンを材料にこういうものを作ります。

この方は 3 歳で眼のがんの手術を受けた方です。

眼帯をずっとしたままでは気後れしてなかなか外

に出づらい。お子さんの授業参観に行きたいのだ

が眼帯をしていると行きづらいと言われました。

そこで行ったのがシリコンで特殊な補綴を行う、

エピテーゼ治療です。スライド 26 の右上の写真

がその治療です。おそらく普通にすれ違っただけ

では、人工物だとはわからないと思います。社会

復帰していただくためのお手伝いの一つです。

　がんを乗り越えた人たちではなく、がんと共存

して生活を送っておられる人たちも、やはり最後

までおいしくご飯を食べてもらうために歯科とし

ては対応しなければなりません。僕は静岡がんセ

ンターで数ヵ月、緩和病棟で研修していました。

スライド 27 はその時の写真です。その緩和病棟

では、さまざまな季節のイベントを大事にしてい

ました。そして季節の楽しいイベントは必ずどこ

か「食」とつながっていました。お正月にはみん

なでお餅つき、2 月には豆を撒いて恵方巻…、お

ばあちゃんに恵方巻きを食べてもらっている写真

もあります。実際には食べられない方ももちろん

おられたのですが、それでもそういうイベントが

楽しいのです。少しでも味わってもらえないかと

考えた時、やはり歯科も最後までがん患者さんの

サポートを行っていく必要があると思うのです。

実際、そのようなしんどい時期には、食を妨げる

いろいろなお口のトラブルがおきます（スライド
28）。口が乾燥して食べづらいとか、味がおかし

い、入れ歯の調子が合わなくなって噛めない、飲

み込めない。それぐらい仕方がないというのでは

なく、歯科がサポートすることで、少し食べやす

くなったり、食べられなかった方が、ちょっと一

口飲み込めるようになる可能性がある。寝たきり

になった方が、また歩いて散歩できるようになる、

といったことは、希望としてあってもなかなか実

現が難しいかもしれませんが、一口おいしいもの

が飲み込めるようになるとか、少し会話ができる

ようになるというのは、ミラクルではなくけっこ

スライド 28　終末期のがん患者さんの口腔トラブルの発症
頻度

スライド 27　スライド 26　社会復帰支援としての特殊な補綴
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がん情報サービス『全国共

通医科歯科連携講習会テキ

スト』：http：//ganjoho.

jp/professional/med_

info/koshukai_text .

html）。

　そしてこのテキストを使

い、責任をもってがん患者

さんのサポートを行います

という歯科を増やすための

講習会を開いています。厚

生労働省の委託事業という

かたちで、全国で同じ内容

の講習会をして、“がん患

者さんが歯科医院に来られ

スライド 29　早期からがん患者のQOL の向上に努めることは延命にもつながる可能性
がある

　このような取組みをしていると、「それは国立

がん研究センターだからできるのでしょう」とか、

「大きな病院じゃないとそんな取組みは無理です」

という話が出てきます。それでも歯科のサポート

は、どのような場所・どんな治療時期でも、同じ

ようにサポートができねばならないと思っていま

す。がん研究センターだけで可能というのではな

く「いつでも・どこでも」はとても大事です。

　がん対策情報センターの先生方に助けていただ

きながら、「いつでも・どこでも歯科が患者さん

をサポートできる」ために、まず歯科の受け皿を

しっかり作ることから始めました。歯科の介入効

果のエビデンス、どのような口腔ケアがいいのか、

これは本当に正しい方法なのかということをきち

んと検証して文章化しようとしました。がんに関

係するいろいろな学会の外科や内科の先生、歯科

医師、歯科衛生士、看護師など有識者の方に集まっ

ていただき、皆が納得できる「お墨付き」のつい

た歯科の支持療法のテキストをつくりました。こ

れは情報センターのホームページから無料でダウ

ンロードでき、講演動画もついています。ご興味

のある方は、ぜひご覧ください（スライド 30、

う実現可能な希望なのではないか、諦めずにチャ

レンジしてみませんかというのが僕らの考えで

す。

　このようにがん患者さんの生活の質を維持しよ

う、さまざまな苦痛をできる限り緩和しようと努

めることが、延命にもつながる可能性があるとい

う、質の高い論文も報告されています。スライド
29 はがん治療の早期から、患者さんの困り事、

苦しいことに対して、生活の質が下がらないよう

いろいろな医療者が積極的に支援した結果、1 年

後の生存率が有意に改善したという 2015 年の

報告です。

　患者さんの長いがんとの旅路の中で、がんの治

療中はもちろん治療後も歯科としてお口を支援し

ていくことが、がん研究センターの歯科の大事な

仕事であり、そう努めることが、もしかしたらが

ん治療の効果や、生命予後にも良い影響を及ぼす

かもしれない、そんな思いでおります。

どこの歯科を受診したらいいの ?
―いつでも・どこでも同じサポートが受けられるように
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た時に、がん治療の妨げとならないよう、上手に

歯科のサポートを行う”ことに手を挙げてくれた

仲間を増やしています（スライド 31）。

　どのくらい増えているかと言いますと、今は全

国で 12,000 件以上です。今まで歯科は、歯を

きれいにするのは健康な時で、病気の時は受け付

けない、「元気になったらまたおいで」というこ

とがありました。そうではなくて、病気の時にこ

そ、食べられるようにお口をケアしよう、と変わっ

てきています。

　がん対策情報センターのホームページには、

12,000 件の歯科医院の名簿もアップされていま

す。がん治療中、どこの歯科に行ったらいいのだ

ろうという時に、責任を持って支援してくれる歯

科医院です（スライド 32）。

　本日お話ししたような歯科の取り組みは、ひと

昔前は、がん治療に歯科が介入してもあまり意味

がないのではないか、エビデンスはあるのかとい

う疑問が医療者の中にありました。しかし今は、

満点ではないかもしれませんが、歯科の介入によ

りがん患者さんのお口の症状を和らげたり、機能

回復を得られるのだというエビデンスがたくさん

出てきています。歯科の介入は患者さんの負担が

大きくないかという疑問も聞きます。がん患者さ

んの状況に合わせたいろいろな介入の方法を僕ら

歯科医師は持っています。痛い歯科治療や処置に

時間をかけることなく、お口のサポートをするこ

とができます。

　われわれ歯科の役割は「歯の治療」から「食べ

る幸せを守る」という方向にどんどんシフトして

います（スライド 33）。そしてそれは元気な人

だけではなくて、がん治療中のどの時期であって

も、どこに住んでいても、入院中でも自宅療養中

でも、いつでも、どこでも、歯科のサポートが得

られるように努力しています。

　がん治療中に歯科に行くなんてとんでもないと

昔は言われました。僕は、今は違うと思います。

がん治療のように大変な治療をするからこそ、少

しでも口をいい状態にして、しっかり食べられて、

栄養がとれる口にして治療に臨みませんか。それ

スライド 31　全国で均てん化されたがん医科歯科連携を

スライド 30　「全国共通がん医科歯科連携講演会テキスト
（講演動画）」
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スライド 33　誤解ゆえに歯科を敬遠していませんか？ スライド 34　「がん患者さんの口腔を支える」

スライド 32　がん患者歯科医療連携登録歯科医名簿（がん情報サービスHP）

が、今のがん治療における歯科の役割です。「が

ん治療中だからこそ、歯科の口腔管理を !」（スラ
イド 34）、これが今日もっともお伝えしたい言

葉です。

　私が国立がん研究センターに赴任した時、歯科

医師は僕 1 人でした。歯科のスタッフは、今は

５人になりました。歯科チームは大きくなってき

ています。国立がん研究センターに「なぜ歯科が

あるの？何をしているの？」という時代から、安

全に苦痛少なくがん治療をするために、歯科も

チームに必要だという時代になりつつあることを

実感します。歯科医師として非常にありがたく

思っています。本日の私の話は以上です。長い時

間、ご静聴ありがとうございました。
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質 疑 応 答

がん治療と歯科に興味を持ったきっかけ

■ 高橋　質疑応答に入る

前に、少し上野先生にイン

タビューをします。先生が、

がん治療と歯科に興味をお

持ちになったきっかけや、

思い出の患者さんのことを

お話しいただけますか。

■ 上野　歯科医師の中に、歯科口腔外科という

口の中のがんに対してそれを治そうと日夜頑張っ

ている先生方がおられて、実は僕もそこに所属し

てお口のがんに対して少しでも役に立ちたいとい

う勉強を最初はしていました。その研修として静

岡がんセンターに行き、耳鼻科や他の科の先生た

ちのもとで口腔外科の勉強をするつもりでした。

　静岡がんセンターの口腔外科は、がん患者さん

が口で困っていることがあれば何でも診ますとい

う病院でした。今日話したような、お口の副作用

で困っている患者さんをた

くさん見る機会を得まし

た。そこではがん治療を頑

張っている小さい子供も

いっぱいいまして、6 歳の

子がお口の副作用と闘いな

がら頑張っているのを見て

カルチャーショックを受けました。恥ずかしなが

ら、それまでがん治療で、こんなに口の中に問題

が起きるということを認識していなかったもので

すから。それを見てやはりこれは、歯科としてな

んとかしなくてはと思い、そこで歯科医師として

方向転換をしました。お口のがんだけではなく、

頭のてっぺんから足の爪先まで、あらゆるがんの

治療中に起こる、お口の副作用に対応する歯科医

師になろうと考えたのです。それからいつのまに

か国立がん研究センターで勤務するお話をいただ

き、ちょっとマニアックな歯科として今も働かせ

ていただいています。

■ 高橋　ありがとうございます。上野先生のよ

うな先生が全国に増えているのですが、さらに増

えていってほしいと思います。

　ここからは、質疑応答を進めます。どういう観

点からでもけっこうですので、お手をお挙げくだ

さい。医療者ではない方もたくさんおられますか

ら、わかりやすい表現で、できるだけ専門用語を

使わず質問やコメントをしていただければと思い

ます。

ヘルぺスと感染の痛みによる鑑別・アメ
のなめ方・入れ歯の場合の口内ケア

■ 参加者 A　私は自分が胃がんで胃を全摘し、

現在も抗がん剤治療中なのですが、今日は参加し
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て非常に良かったと思っています。大変ありがと

うございます。家族にもがんが多いので質問が 3

つあります。ひとつめですが、私は帯状疱疹にな

りました。最初は口の中に口内炎ができて、わか

らなくて調べたら帯状疱疹だったのですが、現在

は抗がん剤を飲んでいるので口内炎と帯状疱疹の

差がわからず、その相違を教えていただきたい。

2 つめが、私は胃を全摘してしまったのでアメな

どをよくなめるのですが、虫歯の心配があると思

いますので、そのケアについてお願いします。3

番目は、母が甲状腺がんで入れ歯なのですが、入

れ歯患者に対するケアについてお教えいただけれ

ば幸いです。よろしくお願いします。

■ 上野　ひとつめの帯状疱疹と口内炎ですが、

お口の中は構造が単純なので、ウイルスによる口

内炎と抗がん剤の副作用の口内炎は、パッと見た

だけでは区別できないことがあります。がん治療

中だと、口が痛いなら治療による口内炎と思って

しまいがちです。見分けるポイントのひとつは痛

みの質です。実は口内炎というのは、傷はできて

も、それだけではそう痛くないのです。動かした

り触ったりすると痛いですが、じっとしていれば、

それほど痛くはない。始終痛いわけではありませ

ん。しかし、じっとしていても、寝ていても痛

い、何をしていても痛い時があります。それは口

内炎の傷に感染が起きている時です。感染が起き

ると、じっとしていても痛いし、痛みもかなり強

くなります。僕らは診察の時には「どんな痛みで

すか ?」「じっとしていても痛いですか ?」と聞

きます。「じっとしていれば痛くないのだけれど、

触ると痛い」と言われる時は、感染は起きていな

いと思います。「じっとしていても、寝ていても、

何をしていても痛いのです」と言われると、細菌

やヘルペスなどのウイルスなど、何かの感染が口

内炎の傷に悪さをしている可能性があると判断し

ます。

　短期間で急に痛みが強くなったり、じっとして

いても痛むほどの時は、ヘルペス感染の可能性を

考えてください。また、ヘルペスの口内炎の痛み

は、針で刺すようにチクチクしたような痛みとよ

く表現されます。そういう痛みの時もヘルペスを

疑います。以上が鑑別についてのひとつのコツに

なります。

　2 つめがアメですね。やはりアメをずっとなめ

るというのは虫歯のリスクを高めてしまいます。

先ほどご提示した 18 歳の少女の場合のように、

たかが虫歯と言ってもあのように悪化しててし

まっても困りますし、がん治療中だとなかなか歯

の治療も頑張るというわけにはいかないことも多

く、やはり予防が大事です。アメをなめるにして

もシュガーレスやキシリトールのアメなど、なめ

るアメを変える方法もあります。それから、なめ

た後にきれいに磨くのも良いでしょう。アメをな

めたからと言ってすぐに虫歯になるわけではあり

ません。アメをたくさんなめても歯科で定期的に

チェックしてフッ素塗布など虫歯になりづらくす

る処置を行ってもらうなど、フォローの仕方はい

ろいろあると思います。僕らとしては「アメをや

めてください」と言うのではなく、リスク少なく

上手になめてもらうためにいろいろな手を考えた

いと思います。できれば一度歯科に行っていただ

き、口の中を診てもらって具体的なアドバイスを
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もらうのがいいと思います。

　3 つめの入れ歯のことですが、「総入れ歯で歯

が 1 本もないから私は口腔ケアとは関係がない」

と考える人もいますけれど、それはまちがいです。

抗がん剤治療中は口内炎とまでいかなくても薬の

影響で粘膜全体が弱くなり、合わない入れ歯を入

れているとそれが粘膜に大きな傷をつくるリスク

になります。ガイドラインでも、免疫力が大きく

落ちる抗がん剤の時は、入れ歯を入れない方がい

いとまで書かれているものもあるぐらいです。入

れ歯を入れるなとまではいかなくても、少し入れ

歯の具合がよくないが何とか食べられているとい

う人は、歯科で入れ歯をちょっと調節してもらっ

てしっくりさせてもらうと、粘膜炎の予防になり

ます。また薬剤性の顎骨壊死の場合、合わない入

れ歯の傷があごの壊死を起こす強いリスク因子と

言われています。歯が 1 本もない人でも、入れ

歯の傷からあごの壊死を起こすことがありますの

で、きちんとおさまりのいい入れ歯に調整してお

く。入れ歯で粘膜に傷をつけてないか、入れ歯が

合っているか、定期的に歯科で診てもらうことを

推奨します。きれいにするだけでなく、入れ歯を

合わせるということが大事です。

■ 参加者 A　先ほど言われていた、がん患者の

歯を診てくれる医院に連れていけばいいのでしょ

うか。

■ 上野　今お話ししているようなことは、実を

言うとわれわれ歯科医師にとってはとても基本と

言いますか、ベーシックなところでして、入れ歯

を合わせるとか口の中をきれいにするというの

は、けっして専門性の高い指導ではありません。

正直なことを言えば、僕らは、それはどこの歯科

でもできることだと思っています。ただやはり、

がん治療の妨げにならないように配慮しながら歯

科治療をするという意味では、がん治療の流れや、

その時点でどこまで歯科が治療を行うかなどをあ

る程度わかっている歯科の先生に診てもらうと、

患者さんご本人も安心でしょう。今まで行きつけ

の歯医者さんがあって、そこで診ているというこ

とであれば、あえて代える必要はなく「がん治療

中です」とか「こういうがん治療をしていました」

という情報提示さえ歯科医にしていただければ、

問題なく診ていただけると思います。

■ 参加者 A　先生どうもありがとうございまし

た。

がん診療連携拠点病院の歯科の併設状況
と均てん化への講習会について

■ 高橋　他にいかがでしょうか。

■ 参加者 B　貴重な話をありがとうございまし

た。統計的なことを教えてください。全国にがん

診療連携拠点病院がありますが、その中には歯科

や口腔外科がない病院もありますね。私が行って

いたところはありませんでした。私は上咽頭がん

の治療をしていましたが、口腔外科がないという

ことを知りませんでした。口腔粘膜炎などでひど

い目に遭って、抗がん剤治療で白血球が激減して

いたものですから表には出られない。出されたの

がアズノールうがい液で、これでとにかく口の中

をゆすいでおいてということでした。それしかな

かったのですね。とにかくひたすら痛みに耐えま

くった入院生活をしたのですが、全国の拠点病院

の中でどのくらいの割合で歯科や口腔外科がきち

んと併設されているのかを知りたいというのがひ

とつです。

　それから、先ほどご紹介いただいた全国で均て

ん化された医科歯科連携の講習会ですが、これは

定期的に開催されていることでしょうか。
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■ 上野　ひとつめのがん診療連携拠点病院の歯

科ですが、まさに僕らの中では今、頑張らなくて

はならない問題です。実はがん診療連携拠点病院

では歯科がないところが大半を占めます。正式な

数字は把握していませんが、歯科を標榜している

のは 20% ほどではなかったかと思います。8 割

は歯科がない病院ということです。もしかしたら

週に数回外から歯科が来る場合もあるかもしれま

せんが、しかし現実的にはそういう状況です。し

かし歯科がないからしょうがないということでは

対応できませんので、全国でがん連携歯科医院を

増やすという取組みを始めたという経緯がありま

す。実際には少しずつですが、今まで歯科がなかっ

た拠点病院に口のケアをする歯科医師が増えてい

ます。4、5 年前に宮城県立がんセンターに歯科

が新設されました。四国がんセンターも歯科がな

かったのですが、今は歯科医師が赴任しています。

「がんセンターに歯科って何 ?」という感じだっ

たものが、今は治療に必要だと理解されて少しず

つ増えているのです。まだまだだとは思いますが、

なんとか外の先生方と連携するとか、いろいろな

取組みをして、口腔ケアのプロが常勤で設置され

るようになればと思っています。

■ 若尾　歯科医院という

ことではなく日本口腔外科

学会の口腔外科専門医とい

うかたちであれば、がん対

策情報サービスで検索で

きるかたちになっていま

す。今検索しましたら、お

そらくこれは非常勤の方も含んでいるのだろうと

思いますが、249 と出てきました。すべての拠

点病院 422 のうち 249 ですから半分弱ぐらい

とだいぶ増えてきています。それから、おそらく

院内には歯科医がいないところでも周りの歯科医

の先生と連携して、少しずつつなぐところが増え

てきていると思います。がん対策情報サービス

の「医療職関係者」ページから探すことができま

すので、ぜひご活用ください（http://ganjoho.

jp/professional/med_info/dentist_search.

html）。

■ 上野　ありがとうございます。僕が紹介した

数値はちょっと古い情報で、今は 5 割弱くらい

に増えているということでした。

■ 高橋　研修会の定期開催の方はいかがですか。

■ 上野　講習会に関しては厚生労働省の委託事

業として日本歯科医師会が責任を持って主催して

いまして、日本全国各地域で同じ内容のものを今

でも定期的に行なっています。登録している歯科

医師は少しずつ増えているという状況です。

お口の中に細菌が多いのはなぜか ?

■ 参加者 B　ありがとうございました。非常に

素人的で素朴な疑問なのですが、なぜ口腔内とい

うのはそれほどバイ菌が多いのですか。

■ 上野　どうしてでしょうね。今日は歯科関係

の先生もたくさん来られているので、実はこうな

のだと教えていただきたいと思います。日本歯科

衛生士会の武井典子会長も来られています。

■ 高橋　会長さんに振ってもよろしいですか

（笑）。

■ 武井　今日はすばらしいご講演を聴かせてい

ただきありがとうございます。口の中の細菌の数

は、一般には夜寝る前よりも朝起きた時の方が多

くなっています。寝ている間は唾液の出方が減っ

ているため、洗い流す力が減少して、朝起きた時

29質疑応答　



には増えているからです。このように細菌数は唾

液の出方や食事などにより、１日の中でも変化し

ます。一方、私どもは、肺炎予防の研究のため、

口腔細菌数を調べていますが、お口の清掃をしっ

かりとしない方は、数十倍も細菌数が多く検出さ

れます。しかし、お口の掃除をきちんとすること

で、コントロールされます。このため、歯が１本

もなくても、粘膜を清掃するブラシで、お口の中

全体の清掃をしていただくことが重要です。

■ 参加者 C　武井会長と一緒に仕事をしている

者ですが、追加発言させていただきます。口の中

には常に栄養が入ってきます。それから、口の中

は常に湿っています。また、空気に触れる部分も

あれば、歯周ポケットでは酸素が少なくなります。

したがって、好気性菌も嫌気性菌もともに口の中

ですみつくことができます。このため、油断をす

るとどんどん菌が増えてしまいます。ご参考にな

れば幸いです。

■ 上野　適切なお答えをいただきました。

■ 高橋　ありがとうございます。なるほどなぁ

と思います。他にはいかがですか。

がん治療を起点に歯科との連携を
―主治医だけでなく一般にも働きかけが重要

■ 参加者 D　貴重な話をどうもありがとうござ

います。私も歯科医師ですが、がん経験が 2 回

ほどあり、体力的に歯を削るのがしんどくなっ

て、がん患者さんの相談と情報提供をしていま

す。やはり今のような、口の中の細菌に関する質

問がいちばん多いです。今の口腔ケアにはいろい

ろ問題点があると思います。ひとつめは、口腔ケ

アと身体の免疫の関連は、がん患者さんだけでは

なく一般の方々にも当てはまるということです。

口腔ケアができないと肺炎が起こりやすくなるこ

とが、あまり知られていません。今日はがん患者

さんとその周りの方たちが参加していますが、一

般の方々にも口腔ケアの大切さに気づいてほしい

と思います。さらに、がん患者さんだけではなく、

内科の病気でいちばん問題なのは糖尿病と歯周病

の関係です。がん患者さんを起点にして、がん患

者さんが先に声を挙げると、みなさんそこに注目

します。ぜひみなさんから発信してほしいと思い

ます。それから医療側の問題点ですが、歯科医師

が声を挙げても内科医などの専門医がそれを軽視

することがままあります。一般の人たちが、自分

の方からかかりつけの内科の先生やがんの主治医

に向かって「治療前に口腔内の細菌を減らして肺

炎のリスクを低めるようにしたい」ということを

言ってくださると、専門医の理解も進むのではな

いかと思って聴いておりました。それから、私も

口内炎で苦しみました。参考になるかどうかわか

りませんが、口の中が乾燥しやすくなるので、粉

抹茶を常温で溶き、それに顆粒片栗粉でとろみを

加えて口の中を潤しておくとけっこう楽です。顆

粒片栗粉は商品化もされているので、塩分を排除

して簡単にとろみが付けられます。また、病気に

なる・ならないにかかわらず、定期的に歯科医院

に行ってクリーニングを受ける。かかりつけ医を

持つ。内科医でも歯科医師でもいいのですが、そ

ういうことを日ごろから、健康な人もがんになっ
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た人も気をつけていただければ、もう少しみなさ

んの QOL が上がった生活ができるかなと思いま

した。

■ 上野　ありがとうございました。がん患者さ

んの場合、劇的に歯科の介入効果があったことか

ら注目されていますが、おっしゃる通り、歯科医

師としてはがんが特別なのでなく、糖尿病などの

ほかの疾患についてもお口の管理は大事だと思っ

ています。口腔管理の重要性に気づくきっかけと

して、がんのケースが注目されておりますが、けっ

して他の疾患への対応が不要ということはないで

すね。

■ 高橋　本当にそうですね。糖尿病や循環器疾

患など、内科医や外科医がもっと勉強していく必

要はありますね。ご提案のように、「歯科クリニッ

クにつなげてください」と患者さんの方から主治

医の先生に伝えるアプローチは、とても大事では

ないかと思います。

■ 若尾　今のお話をうかがって上野先生にぜひ

お聞きしたかったのですが、普通は内科医の方は、

がん治療前に歯科のチェックをすることの大事さ

はある程度認識しているかと思うのですが、その

認識程度がどのくらいかということがひとつで

す。それから外科医の認識はどうなのか、実際に

手術前にどの程度紹介されているのか、がん研究

センターの場合とその他の一般の病院でそのあた

りの情報があればお願いします。

■ 上野　まず当院におきましては、歯科のサ

ポートチームは診療科からの依頼を受けて動くの

で、リスクのある人にあまねく対応できているか

と言いますと、やはり医師の考えによっているの

で、すべてではありません。内科系で、口腔のリ

スクが高い血液がん、移植の患者さんなどはほぼ

100% 依頼されます。外科系では、口や喉、食

道のがんとなるとほぼ 100% 依頼を受けますが、

それ以外の場合はどうかと言うと、主治医の考え

方次第というところがあります。お口とまったく

関係ない手術でも、全身麻酔の時に気管内挿管の

時に歯が折れてしまいましたとか、手術後でつら

い時に歯が痛くなってご飯が食べられないから何

とかならないかといった依頼はよくいただきます

し、やはり僕らとしてはリスクのある患者さんは

できる限り予防的にケアしたいと思っています。

ただ少しずつ医師の考えも変わってきており、歯

科への依頼件数も増えて、先ほどグラフで示し

ましたが治療開始前に予防的に歯科が診る割合

が 77% になっているということもあります（17

ページ、スライド 15 参照）。

　外の病院に関してはなかなかわかりませんが、

やはり施設間の差はあると思います。ただ病院の

中には地域の歯科と連携して積極的に連携を行っ

ているところも増えてきていますので、少しずつ

そういう輪が広がっているのかと思います。

■ 高橋　課題はあるけれども広がってきている

ということですね。他にはいかがでしょうか。

放射線治療とお口の関係
―インプラントの可能性

■ 参加者 E　今日は本当にいい話をありがとう

ございます。私は舌がんの経験者です。以前、放

射線治療を受けたのですが、その時に放射線を受

けるとインプラント治療を受けられなくなるとい

う話を聞きました。僕の場合は、細かいがん細胞

をたたく治療でしたので 46 グレイというマック

スよりは少ない線量だったのですが、そのあたり

はどうかと思い質問させていただきました。

■ 上野　放射線とインプラントということです
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が、おっしゃる通り放射線治療を受けると唾液が

減りお口の中が乾きやすくなったり、先ほどの女

の子の虫歯の例も示しましたが、いくら治しても

虫歯になったり、抜こうと思ってもなかなか抜け

ないこともあります。また放射線が当ったところ

は、抜いたあとの傷がなかなか治らず、時にはそ

こから傷口が壊死を起こすこともあるので、なる

べく抜かないように注意する必要があり、インプ

ラント治療も同様のリスクがあると言われていま

す。それでは絶対だめかと言いますと、ケースバ

イケースで僕らにはその中でリスクを踏まえて

できることを考えます。放射線が 50 グレイ以上

当っているとインプラント治療をしても、うまく

あごの骨に馴染まず、抜けてしまうリスクが高い

と言われております。それでも 50 グレイよりも

少ない場合には、リスクはゼロではないものの、

しっかりインプラントがくっついてくれると思わ

れます。放射線が当った部位や当った量を考えて、

インプラント治療の可能性を歯科医師に判断して

もらいます。

■ 参加者 E　どうもありがとうございました。

チーム医療における患者と看護師の役割
と位置づけ

■ 高橋　他にはいかがでしょう。

■ 参加者 F　すばらしいご講演をありがとうご

ざいました。私は病院に勤務する歯科医師です。

実は悪性リンパ腫の患者でもあり、今日も放射線

治療を受けてきたところです。先ほどもありまし

たが、チーム医療においては患者さんもチームの

一員であるという考えもあり、口腔ケアのチーム

の一員である患者さんの役割についてお考えをお

願いします。もうひとつ大切なのは病棟の看護師

さんの役割です。これは非常に大きいと思います。

患者さんの役割と看護師さんの役割について、先

生が思っていることを簡単にお教えいただけます

か。

■ 上野　実は今日お話ししたお口の管理に関し

て言うと、実際に日々の口腔ケアをされるのは患

者さんご自身なのです。いわゆるセルフケアです。

朝起きて歯磨きをする時に口をアーンとして誰か

にやってもらう方はおらず、自分の口の管理は自

分でやる。そういう意味では、口腔ケアの担い手

はまさに患者さんご自身であると思います。そこ

で大事なのはきちんと適切な情報を持って、適切

な方法でお口のケアをすることです。歯科の役割

はその情報をお渡しすること。それから何かあっ

た時に適切にお口の専門家につながることが患者

さんに求められるケアであると思っています。

　看護師さんに関して言いますと、チームケアの

コーディネーターと言いますか、いちばん最初に

患者さんのお口の問題に気づくのはお医者さんで

はなく看護師さんが多いと思います。看護師さん

がお口のケアに目を向けることで、早期にお口の

トラブルを見つけ、適切な専門家につないでいく

ことができる。看護師さんはコーディネーターと

してケアの橋渡しをされていると思います。看護

師さんが歯ブラシを持って病棟中をきれいにして

回るというよりは、看護師さんの仕事は、患者さ

んのお口をしっかりアセスメントして問題があれ

ば適切なところにつないでいく。そう思っていま

す。

歯科医院選択について
―どこの歯科でも大丈夫、と言えるような活動を展開しています

■ 高橋　ありがとうございます。最後のご質問

を受けたいと思います。

■ 参加者 G　私はがんの患者の立場からききた
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いのですが、たとえば治療前に歯科に行くのは正

しいこととは思っても、一般の歯医者さんに「こ

れからがん治療をする」と冷静に言うことは非常

に難しいです。他のクリニックもたくさんあるの

でどこに行ったらいいかもわからない。今日は先

生のお話を聞くことができたので、連携している

病院を調べられることがわかりました。ただそう

は言っても、その病院もたくさんあり、どのよう

に選んだらいいかわからず、おそらくひとつの歯

科医院の中でも何人か先生がいらして、その全員

がこういう講習を受けているわけではないと思う

のです。患者の立場からいい歯科医院を見分ける

ようなものはありますでしょうか。

■ 上野　非常に大事な問題ですが、同時に非常

に難しい問題でもあります。あの歯医者は良いと

かダメとかはなかなか言えないのですが、それで

も患者さんには切実な問題だと思います。最終的

には受診してみなければわからないかもしれませ

ん。人と人との問題なので相性もあります。何と

か気持ちよく納得して歯科の治療やケアを受けて

もらいたい。がん連携歯科医院は、この歯科でな

ければダメだとか、絶対にここに行ってください

というものではなく、もし近くの歯科医院が連携

しているならひとつの選択肢としてそこに行って

もらいたいし、いつも診てもらっている歯医者さ

んが良い、逆に行きつけの歯科は相談しづらい、

ということもあります。ケースバイケースでいい

と思います。

　「本当にそこの歯科で大丈夫なのかよくわから

ない」というのはもっともなのですが、少しずつ

このような取組みを普及させてゆくことで改善で

きればと思っています。がん連携歯科医院をどん

どん増やして、歯科医師の受け皿をたくさんつく

ろうとしています。また、がんの主治医の先生に

「きちんと歯医者さんに行きなさい」と言っても

らうように医師サイドの啓発もしています。

　一般の方々にも、お口は大事だなと考えていた

だく本日のような場は非常にありがたく、今後も

このような啓発活動の場があればとも思います。

足りないところはたくさんあります。僕らは、受

け皿としての歯科、紹介元としての医科、そして

患者さんご自身に向けた活動を続けることで、も

しかしたら 3 年後、5 年後にはがん患者さんが、

さらに安心して口腔ケアを受けやすい社会に変

わっていけるのではないかとも思っています。

■ 若尾　歯科医科連携の講習会の受講者は、病

院の名前だけではなく歯医者さんの名前まで出て

いますね。

■ 上野　はい、講習会を受けた人は名前まで出

ていますので、わかるようにはなっています。

■ 高橋　A 先生ではなく B 先生がいいと言える

わけですね。数年後をみすえて、私たちみんなで

変えていかなければいけないことだと思います。

そして、最初に先生からお話があったように、治

療を受ける立場の方々からも「歯科のチェックを

受けたいのですが」と言っていただくことも、医

師の認識を変えるきっかけになると改めて感じま

した。第 1 回にふさわしいアクティブな質問を

どうもありがとうございました。上野先生に改め

て大きな拍手をお願いします。本日はどうもあり

がとうございました。
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「第１回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　82名
平成27年8月10日（月）実施 回答者67名（回答率　81.7％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

治療の副作用によりQOLが乱れること、対応策について

自分の目指してることがまちがいじゃないと確信できてよかったです。これからもがんばっていきたいと思います。

とてもわかりやすい説明で、勉強になりました。あまり関係のないテーマかなと思いつつ参加しましたが、口腔ケアが大事であること
がよくわかりました。ありがとうございました。

緩和ケアの啓もうを。特に支持療法の大切さを。
同僚に聞いて、こうしたセミナーに取りくんでいることを知った。プレス向けにもっと周知してもいいと思う。

一般歯科との違い、どの程度迄対応して下さるのかが判りにくかった。

地方の方も、参加できるようにして欲しいです。

がん患者が治療前～中～後の間に人生も含めてお金の問題について関心があります。難しいテーマかもしれませんが医療者の中
にはそうした問題を含めて患者と関われている人が少ないと思うので、そうしたセミナーがあると嬉しいです。

女性のセクシュアリティについて最近少しずつ聞くことが増えて来ました。男性の患者さんがセクシュアリティについて学ぶ機会があ
れば参加したいです。リンパ浮腫についてもお願い致します。

ただ口腔ケアを行うのではなく、患者が治療を継続できるように行う事が大切だと改めて感じました。術後合併症の予防だけではな
く、術後の患者のQOLを支えられるような口腔ケアをを行えるようになりたいです。素晴らしいお話ありがとうございました。

抗がん剤治療と併用して、支持療法が大切なことが、良く理解できました。

「再発した時の対処法」についてのセッション希望。

会場からとの意見交換がセミナーの内容を深めていたと感じます。

がん治療に対する歯科（口腔内）処置の重要性が非常に（良く）理解出来た。想像以上に病態の悪い患者様がいることに驚いた。患
者様の生のお声を聞く機会となり、大変貴重な場であった。

講演内容がとてもわかりやすかったです。また実際の患者さんのかかえる疑問、その回答を聞けたことがとても良かったです。他の
研修などではなかなかない機会だと思いました。

がん治療と歯科という関係はとても意外でした。今後も意外なくみあわせのセミナーを勉強したいです。

聴講している医療関係者からの話もきけておもしろかったです。口内炎をあなどっていました。

家族が中咽頭がんを患い、放射線と抗がん剤で治療を行いました。（3ヵ月入院）そのときにうけた歯科治療の意味が今回の講演で
再認識できました。

参加者の感想（自由記述）

口腔内が血だらけで、黒くなっていて痛々しい動画をみて衝撃をうけました。がん患者はがんの手術の方に集中しがちで口腔内を
後まわしになってしまいがちだけれど、口腔内をきれいにすることの大切さがすごくわかりました。

動画で口腔内の悪い状況を見て、とても驚いた。がん治療と平行して行う歯科治療の大切さを改めて感じた。

がん患者の歯のケアがいかに重要かよくわかった。あまり注目されないことだけに今後の取材テーマの候補にしたい。講師の方の
声がたまに小さいときがあり、聞きとりずらいことが何回かあった。

公民館カフェではできない、深く質問して聞くことが出来てよかったと思います。

がん医科連携というものがあることをはじめて知りました。患者になると、考えることや、通う病院がたくさんできて大変だな、と思い
ました。やはり、そういうコーディネートしてくれるナビゲートしてくれる存在って必要だなと思いました。ありがとうございました。

患者さんへもわかりやすい内容でした。口腔ケアの重要性、先生の支持療法に対するお考えに感動致しました。

がん治療と口腔ケアにこんなに密接な関係があるとは知りませんでした。早速、歯科の定期健診に行こうと決めました。患者から声
を上げることもとても大切なんだと改めて感じました。

38.1% 38.1% 6.2% 10.3% 28.9%

受付登録者（97名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

26.9% 68.7% 4.5%
性別 男性 女性 未回答

14.9% 11.9% 34.3% 28.4% 7.5%

1.5% 1.5%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

73.1% 19.4%

0.0% 0.0%

7.5%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

43.3%
29.9%

0.0%
3.0%

10.4%
13.4%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

32.8%

19.4%

9.0%

41.8%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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