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巻　頭　言

　2009 年アメリカと日本で民主党が勝利し、オバマ大統領は、｢Change, yes we 
can｣ と唱えたことは記憶に新しい。
　遡ること 35 年前の 1975 年、フランスの大統領が、工業化された 6 つの主要民主
主義国（当時西側諸国：ドイツ、イギリス、アメリカ、イタリア、日本、フランス）
の首脳をフランスに招待し、先進国首脳会議が始まった。翌年カナダが加わり久し
く G7 の時代が続き、90 年代ロシアを加えたＧ 8 となり、今ではＧ 20 にまで拡大
した。その間、BRICs と VISTA そして NIEs なる言葉が聞こえるようになり、多くの
国が新興国の仲間入りを果たしている。BRICs は経済発展著しいブラジル、ロシア、
インド、中国の頭文字である。これらの国々が世界に占める国土面積は 29％で、人
口は 42％と圧倒的な比重を占めている。一方、VISTA はベトナム、インドネシア、
南アフリカ共和国、トルコ、アルゼンチンの頭文字で、BRICs に続く経済発展が見込
めるグループとして注目を浴びている。NIEs (Newly Industrializing Economies) は新
興工業経済地域の意味で、アジアではシンガポール、台湾、香港、韓国が入る。そ
の他、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、ユーゴスラビア、メキシコなどの地域も
含まれる。そして、これらの国々が今後の世界経済の動向を決めることになると言
われている。
　しかし、これらの国々の歯科医師も、歯科における臨床検査を蚊帳の外に置き、削っ
て詰める治療、プロービングで歯周病の病態を決めることに何の疑問も感じていな
いかのような錯覚に陥るのである。一般医科における、血液検査、細菌検査、尿検
査など見向きもされない、いや、口腔に関係する唾液検査や味覚検査などさえ関心
を持たれない状態が続いている。歯科診療時に患者が、「今日は血液検査をしてくれ
ないのですか？」「唾液検査の結果はどうだったのでしょうか？」「潜血検査と細菌
検査の結果、私の病気は歯周病だったのでしょうか？」と聞かれることを期待して
やまない。
　日本口腔検査学会は 3 年目を迎える。第 2 巻として発行される今回も 15 編の論
文を投稿頂き、確実に臨床検査の波が日本の歯科界に及んでいることを感じている。
今のところ、口腔検査学会は日本にしかない。まず多くの日本の歯科医師が参画して、
歯科界の動向が変わることを望み、微力ながら FDI や IADR を通して世界にも少しず
つ訴え続けているところである。
　Change, Yes we can を夢見て。

2010 年 3 月
日本口腔検査学会理事長　井上　孝
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総　説

口腔内感染症　－診断と検査の進め方－
石　和久 *、中沢武司、橋爪　茜、佐伯春美

順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院　臨床病理科

＊：〒 279-0021　千葉県浦安市富岡 2-1-1

TEL：047-353-3111　FAX：047-350-1231

e-mail: ishi@juntendo-urayasu.jp

はじめに

　口腔内感染症は、一般的に歯性感染症であるう蝕や

歯周病が、2 大感染症として知られている。歯性感染

症以外の口腔内感染症の原因としては、口腔内細菌や

ウィルス、時として結核・梅毒などの全身疾患に関連

する場合があり、これらを鑑別して治療することが必

要になる。今回我々は、口腔内に発生する歯性感染症

以外の主な疾患、およびこれら疾患の診断と検査の進

め方について概説する。

1.　口腔内感染症の疾患

1）口腔内の歯性感染症としては、連鎖球菌や嫌気性

菌による感染が主たる原因となり、多くは歯槽部に限

局するが、蜂巣炎・縦隔炎などの重篤な感染症へ発展

する場合がある。歯性感染症以外の感染症（口内炎）

としては、口腔咽頭炎、唾液腺炎、口腔カンジダ症な

どがあり、一般細菌やウィルスの他、梅毒や結核菌が

関与する場合がある。

（1）連鎖球菌性咽頭炎：突然の発熱・咽頭痛によって

発症し、頸部リンパ節腫脹を伴う。咽頭壁は浮腫状で

扁桃は浸出液を伴い、軟口蓋の小点状出血あるいは苺

舌がみられることがある。β溶連菌の毒素による発疹

が体幹に広がると猩紅熱となる。

（2）細菌性唾液腺炎：唾石などにより唾液の分泌障害

がある場合により生じ、常在菌が唾液腺の開口部から

侵入して発生するもので、急性のものでは唾液腺に痛

みやはれがおこり、導管の開口部から膿が出る。細菌

性の顎下腺炎は、舌下口底部の粘膜が赤くはれ上がり、

痛みや熱を伴うことがある。顎下腺のすぐ前にある舌

下腺も、同時に舌下腺炎を併発して腫脹することが少

なくない。

（3）性感染症：これには梅毒・単純ヘルペス・淋菌・

HIV・HPV( ヒト乳頭腫ウィルス ) 感染などがある。梅

毒はコロンブスが 1492 年にアメリカ大陸を発見した

おりヨーロッパに持ち帰り、その後日本にも広がった

ということはあまりにも有名な言い伝えである。通常

は性器に症状が出るが、オーラルセックスなど性行為

の多様性により口腔あるいは口唇に初期の症状が出る

場合もあり注意が必要である。梅毒初期に口の中や唇

に痛みのない白色の潰瘍（下疳）ができ、さらに約 1

〜 4 カ月たつと、口の中や唇に乳白色の斑点（粘膜斑）

が現れる。単純ヘルペスは、口唇・口腔・咽頭・外性

器に疼痛を伴う水疱やびらんが認められる。単純ヘル

ペスウィルスによるヘルペス性歯肉口内炎は初感染で

は一般に不顕性であるが数％で症状が見られる。初期

症状は口唇の違和感あるいは刺激感として自覚され、

その半日後、同部に発赤と腫脹が見られ、数日で小水

疱が形成される。発赤と腫脹が強い時期が最もウィル

スの増殖が活発で、水疱が破れた時が最も感染し易い。

時に自発痛・接触痛が強くなり、飲み込むこと・話す

ことも困難となり、時に顎下リンパ節も腫大する 1）2）。

（4）結核：結核菌 Mycobacterium tuberculosis により引き

起こされる感染症で、空気感染により感染し、リンパ

行性・血行性に体中に広がり、初期は無症状であるが

免疫応答が不十分な宿主においては結核症を発症する。

現在、医療は飛躍的に進歩しているが、結核は世界中

で HIV/AIDS のように流行し、また今日抗生物質が効か

ない病原菌の存在も知られている。WHO の定義では、

多剤耐性結核菌は一次抗結核薬のうち少なくともイソ

ニアジドとリファンピシンに対して抵抗性を持ち、超

多剤耐性結核菌は上記二剤に加え、二次抗結核薬のう

ちフルオロキノロン系製剤に耐性でかつ注射剤である

3-7
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石　和久　口腔内感染症

アミカシン (AMK) ・カナマイシン・カプレオマイシン 

(CM , 現在は国内販売中止 ) の三剤のうち少なくとも一

剤に耐性を持つ結核菌とされている。現在、結核予防

会の疫学情報センターの結核の統計では、わが国の結

核罹患率は人口 10 万対 19.8 で、先進諸国と比べると

まだ罹患率は高く、年間 2 万 5 千人以上もの人が発症し、

また世界的に見て結核が多い国の一つであるとしてい

る。口腔結核は多くは二次結核症として発症したもの

で潰瘍性の粘膜病変として見られる。これは肺から多

量の結核菌が運ばれ生じるもので一般的に重症結核に

見られる。辺縁不整・下掘れ状で、舌・口蓋および頬

に出現し、潰瘍部から組織学的に結核結節が見られる。

今日では重症結核の減少と抗結核薬によりほとんど見

られなくなったが診療側にとって口腔内病変がなくと

も感染に注意すべき疾患の一つである 3）。

（5）HIV：口腔内病変は HIV 感染者でよくみられる

症状であり、多数（40 以上）の病変が知られている。

これら病変は患者に強い不快感を与え、随伴症状を合

併する。また HIV 感染症の初発症状として診断の上

で参考になる。また口腔病変は免疫不全の兆候であり、

HIV 感染症の病勢の進行を示唆している。HIV 感染症

は薬害 AIDS を除けば、その多くが性感染症として伝

播し、口腔内に特異な像（口腔カンジダ症、カポジ肉

腫その他）を示し、その診断の契機を得ることも少な

くない。診断基準は図１の如くである。また口腔内感

染症 ( 特にカンジダ症など )・頻回に繰り返す肺炎 ( 特

にカリニー肺炎 )・原因不明の微熱等が続く場合、免

疫障害のない状況で帯状疱疹がでた場合・説明のでき

ない体重減少・リンパ節腫大・アメーバ赤痢やカポジ

肉腫などは HIV 感染症を疑う必要がある 4）―7）。

（6）乳頭腫：乳頭状に隆起発育した重層扁平上皮の増

殖より成る良性腫瘍で各年代を通じて広く分布し、年

齢とともに発生頻度が高くなる。舌・歯肉・口蓋・口

唇・頬粘膜などに認められ、通常直径 10mm 以下の

ものが多い。有茎性あるいは広基性で、表面は乳頭状

または疣贅状を呈し、色および硬さは上皮の肥厚と角

化の程度により異なる。角化の著しいものは白色を呈

する傾向にある。発育は一般に緩慢で単発性のものが

多く、まれに悪性転化するといわれている。病因とし

てはヒトパピローマウィルス (HPV) タイプ 6、11 が

考えられているが、一部では慢性炎症などによる反復

刺激で起こるものもあると考えられる 1）。

（7）その他のウィルス：手足口病、麻疹でも口の中に

病変がみられ、診断の決め手になることもある。手足

口病は手足の水疱と口内炎ができる夏風邪の一種で、

5~8 月ぐらいに流行する。潜伏期間は 3~7 日で、発

熱と咽頭痛が出現後、手と足と口に水疱ができるのが

特徴である。原因ウィルスは１種類ではなく、コクサッ

キー A16・コクサッキー A10・エンテロウィルス 71

の 3 種類が主である。麻疹は麻疹ウィルスによって引

き起こされ、発熱・咳・鼻水といった風邪のような症

状と発疹が現れ、時に肺炎・脳炎といった重い合併症

を発症する。感染経路は、空気感染・飛沫感染が主で、

免疫を持っていない人が感染すると 90% 以上が発症

する。従来小児期に感染することが多かったが、最近

は 10 代、20 代以上での感染が多く見られ社会的に

も問題となっている。

　

（8）真菌感染症：真菌は自然界に普遍的に存在する

微生物で、代表的な真菌症はカンジダ症・クリプト

コッカス症・アスペルギルス症・スポロトリコーシス

などで、この内もっとも高頻度に見られるのはカンジ

ダ症である。カンジダ（Candida）は通常病原性が乏

しく、口腔内、その他皮膚、上気道、消化管にも常在

し、7~8 種類の常在菌種が分類されている。口腔カン

ジダ症の病原菌としては Candida albicans が最も頻度が

高く、その他に C. glabrata、C. krusei などがある。健康

図 1　HIV 感染症の診断基準 図２　感染症の検査

HIV 抗体スクリーニング検査法陽性

　　（ELISA 法、PA 法、免疫クロマトグラフィー法）

　　　および

　1）抗体確認検査陽性（Western Blot 法、IFA 法）

　　　または

　2）HIV 抗原検査、ウィルス分離及び拡散診断法陽性

1）病原体そのものを捕える方法

　　抗原（遺伝子）検査、培養法

2）防御反応の結果を捕える方法

　　a．血清蛋白分画

　　b．免疫グロブリン量

　　c．抗体価測定、IgM、IgA、IgG 抗体測定
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人にカンジダ症が発症することはきわめてまれで、口

腔内環境といった局所的因子の他に何らかの基礎疾患

（血液疾患・AIDS といった免疫不全症、糖尿病など）や、

抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、免疫抑制剤や抗菌薬の

投薬治療を受けている人に発症がみられる。比較的高

齢者に多いが、時に若い人でも高熱や風邪をひいたり、

また HIV 感染などで粘膜の抵抗力が落ちたりしてい

ると、発症しやすくなる 8）－ 10）。

2）口腔ケアの重要性

　歯周病の原因となるデンタルプラーク細菌が下気道

へ脱落し、肺炎を起こすことが知られている。人工

呼吸器関連性肺炎や誤嚥性肺炎は、クリティカルケア

を受ける患者や、嚥下反射と咳反射の低下した高齢

者などで口腔内のバイオフィルム形成細菌が唾液に

混入し、誤嚥され下気道に流入することが原因とな

る。実際これらの肺炎から分離される菌種としては、

Porphyromonas gingivalis などの嫌気性歯周病原性細菌が

多いという報告もある。 

　適切な口腔ケアを実施し口腔内細菌の過剰増殖を抑

えることが、呼吸器感染症のリスクを軽減すると言わ

れている 11）－ 14）。

2. 診断の進め方

　感染症の診断は病原体の検出と決定にある。患者と

の対話の中で感染症に基づくものかどうか見極める必

要がある。まず発熱などの主訴の他、発疹・リンパ節

腫大などの視診である。ある種の細菌ウィルス性疾患

では発疹およびリンパ節腫大が見られる。感染症に特

有の症状はないが比較的多く見られるものは発熱、発

疹、リンパ節腫大であり、これらの鑑別には炎症反応

など臨床検査および画像検査が必要である。感染症の

口腔内所見としては、一般的に舌は乾燥し舌苔に覆わ

れる。疾患に特有なものとしては、①カンジダ症（白

色の舌苔、口角びらん）②腸チフス（灰白色、次いで

汚い褐色の舌苔）③単純ヘルペス（潰瘍性または水疱

性病変、アフタの病像）④麻疹（Koplik 斑、特有の紅

斑に囲まれた白斑が認められる。）⑤結核、梅毒（深

掘れ潰瘍）⑥猩紅熱（苺舌）⑦川崎病（口唇の紅潮・

苺舌）などがある。

3. 検査の進め方

1）画像診断

　歯牙を中心とした画像診断でよく利用されるのは、

パノラマＸ線撮影が一般的で、歯牙の周囲組織や根尖

部などの歯性感染の診断のほか上顎洞などの副鼻腔や

鼻腔の疾患、顎関節症、唾石といった多くの疾患の病

変把握に有効である 15）。 CT 検査は、深部膿瘍の診断

や副鼻腔炎、リンパ節病変、臨床的に不明確な唾液腺

炎および膿瘍の確定診断として利用される。MRI は、

CT と同様だが、特に腫瘤と炎症性変化の鑑別や筋肉、

神経、血管系などの軟組織との関係を見るのに有効で

ある。RI 検査は、動態及び質的診断に利用され、炎症、

良悪性の鑑別に有用である。

2）検体検査

　感染症の検査法の種類は図２の如くである。

（1）末梢血液検査（図 3）：細菌感染症では一般的に

白血球の増加が認められる。一般的にはほとんどが好

中球である。真菌感染症では細菌感染症に比べると弱

い。ウィルス感染症では正常か軽度増加する場合する

が軽度減少する場合もある。CRP などの急性相反応物

質は感染症の存在およびその重症度の指標となる。

（2）細菌学的検索 ( 図 4)：細菌および真菌感染症をま

ず考える場合はグラム染色などの塗抹検査、培養検査、

薬剤感受性検査を行う。グラム染色ではその染色性と

形態、菌体の配列などからある程度の菌種の推定が可

能であり、迅速診断として有用である。培養条件とし

ては好気培養、嫌気培養、炭酸ガス培養などがあり、

一般細菌では 1~2 日培養する。歯性感染では、嫌気

性菌である場合が多く、4~7 日の培養が必要である。

溶連菌感染症は、典型例では臨床症状や所見で治療を

開始してもよいが、迅速検査や培養検査で菌を確認し

た上で治療することが基本である 16）17）。

　Ａ群溶血連鎖球菌用の迅速キットは、イムノクロマト法

を利用した方法が各社から販売され、ベッドサイドで簡便

に 5~10 分程度で判定結果が得られるため実用性が高い。

図 3　末梢血液検査

3-7

1）C 反応性蛋白（CRP)

　　疾患の活動性、経過および治癒判定に役立つ。

2）白血球数および分類

　　1 万 /μl 以上、好中球比率 80％以上は細菌感染

　　が示唆される。

3）赤血球沈降速度（赤沈）

　　急性および慢性感染症で亢進する。
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（3）真菌：27~30℃で 7 日程度培養する。口腔内真菌

症としてよくみられるカンジダ性口内炎では偽膜病変

を擦過し、鏡検にてカンジダを証明する。培養検査では、

クロモアーガーカンジダ寒天培地を使用すると、コロ

ニーの色調と形態で５種類のカンジダ菌種を鑑別でき

るため、外来等で培養し判定することも可能である。

（4）結核：ツベルクリン反応やクォンティフェロン

®TB-2G（QFT）検査などの免疫学的検査と直接菌体

を証明する方法として遺伝子検査や塗抹培養検査があ

る。結核の診断は一般に局所病巣からの結核菌の検出

と、生検による病理組織学的検査による。初感染はき

わめてまれで肺結核からの二次感染によるものが大半

であるため、胸部 X 線撮影と喀痰の抗酸菌培養検査

は必ず実施する。病理生検では、悪性腫瘍の潰瘍・梅毒・

サルコイドーシスとの鑑別を行う。QFT 検査は、結

核菌に特異的な ESAT-6 と CFP-10 という蛋白を抗原

とし、これらを全血に添加して、血液中の T リンパ球

（感作白血球）を刺激し、その結果放出されるインター

フェロンγ（IFN―γ）を定量する方法である。Mori

らが行った検討では、QFT 陽性率は 89.0％、特異度

は 97％で、QFT は、従来のツ反検査と比較し、既往

BCG 接種の影響を受けない特異度の高い結核診断法と

して有用である 18）－ 20）。

3）分子生物学的検査法は 1980 年代後半にかけて遺

伝子を使った検査法が開発され迅速性、感度、特異性

いずれも優れており、急速に導入されている。現在で

は遺伝子増幅する PCR 法が用いられている。今回述

べた疾患では結核、ヒトパピローマウィルス (HPV)、

ヘルペスウィルスなどの検索に一般的に用いられてい

る。結核菌検索は PCR 法が日常検査として利用され、

感度は 70％以上（多くの場合 82~89％）特異度は

96％以上であるが、塗沫陰性例では感度が 40~70％

と言われている 20）。

4）免疫学的検査：感染症の診断の基本は病原体が基本

である。しかしウィルス・原虫・培養困難な細菌感染症

では免疫学的検査に頼らなければならない。また迅速性

が要求される感染症では免疫学的検査法は結果が迅速に

出るため分離培養の欠点を補ってくれる重要なものであ

る。一般に抗原検出は感染初期に、抗体検査は感染後一

定時間が経過し抗体価が上昇した時に有効である。

　単純ヘルペス、帯状疱疹は臨床症状によりある程度診

断可能だが、確定あるいは鑑別のためには病変部からの

ヘルペスウィルス特異抗体によるウィルス抗原の検出

（蛍光抗体法）あるいは血中抗体測定によってなされる。

（1）抗体検査：梅毒の診断のための検査法として血

清反応検査が一般臨床に広く用いられている。この方

法は、患者血清中の梅毒抗体の存在を証明し、間接的

にトレポネーマの存在を確定するものである。血清反

応検査は大きく分けて、脂質抗原を用いる脂質抗原法

（serological test for syphilis；STS 法）かトレポネーマ

抗原を用いる Tp 法 2 種類があり、その組み合わせによ

り推定的な診断を可能にしている。STS 法の代表的な

スクリーニング検査法としてガラス板法および RPR 法

（rapid plasma regin）があげられる。いずれも容易に実

培養検査

検査材料

塗抹検査

グラム染色（約15分）

抗酸菌染色（約1時間）

分離培養 特殊菌培養

Mycoplasma Legionella 結核菌

２週間培養 １週間培養 8週間培養

【2日目】

【1日目】

【3日目】

同定検査

薬剤感受性試験

判定報告

抗原検査

抗体検査

遺伝子検査

迅
速
検
査

図 4　細菌検査のフローチャート
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施でき、定量化することで治療効果の判定も可能であ

る。しかし、Tp 法に比較して特異性に欠け、生物学的

偽陽性結果を招く場合がある点を考慮する必要がある。

また Tp 抗原を用いる検査法には、TPHA（Treponema 

pallidum hemagglutination est） お よ び FTA-ABS

（Fluorescent treponemal anti-body-absorption test）が

ある。これらは、STS 法のような疾患活動性や治療効果

に相関するものではなく、一度陽性になると生涯陰性

化することはないとされている。２種類の血清反応検

査結果の解釈は図 5 の如くである。

　ウィルスの初感染では一週間ぐらいで血中 IgM 抗

体価が上昇してくる。IgG は感染後 2 週間以上たって

上昇する。手足口病、麻疹などの診断は血中抗体価測

定により行われている。

まとめ

　口腔内感染症は患者にとって重要な疾患であるが、

診療側にとっても患者からの感染を防ぐ必要性から重

要なものである。特に空気感染による結核、針刺し事

故による、HIV、HCV、HBV 感染の予防が重要である。

また単に口腔内真菌感染症と思われても HIV 感染が隠

されている可能性もある。従って正しい診断を確定し、

診療側が自らを防衛するためにも検査は大切である。
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図 5　梅毒血清反応の解釈

3-7
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総　説

メタボリック症候群の検査に取り入れられるか？　

歯周感染の検査

高柴正悟＊

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯周病態学分野

＊：〒 700-8525 岡山市北区鹿田町 2-5-1

TEL：086-235-6677　FAX：086-235-6679

e-mail: stakashi@cc.okayama-u.ac.jp

1. はじめに

　昨今、医科歯科連携の医療が声高く提唱されている。

疾患の病態解明が進み、疾患各々の相互関連が明らか

になるにつれて、境界領域での医療的対応が重要であ

ることが、医科歯科領域のコンセンサスとして確立し

てきた。そこに、少子高齢化（図１）や経済不安といっ

た諸問題が出現し、社会資本制度の考えの中における

医療の位置付け（図２）や医療そのものに統合的なも

の（図３）が考えられるようになってきた。

　現在、医科においては細分化が進むために、特定の

診療科での医師不足が社会的な問題となっている。一

方、単科として扱われる歯科においては、歯科医師過

剰時代と言われる。実際、小児の齲蝕（むし歯）は

激減し、歯科治療そのものの要求度は明らかに減少し

ているように感じるが（図４）、メタボリック症候群

のように生活習慣病が蔓延する時代になると、別な意

味で、歯科医師が必要とされるようになると思われ

る。我々の世代は、「本来の歯科医療の目的は、口腔

を通して人々の健康増進と生活文化の向上を図ること

である」と教えられてきた。さらに、「歯科医療の果

たす役割は、歯の延命を図るのみではなく全身の健

康に寄与することである」、とも教えられてきた。平

成 19 年には「健康国家への挑戦」と題して、今後の

10 年にわたる日本の健康戦略の礎となる政府の「新

健康フロンティア戦略」がまとめられ、その柱の一つ

に「歯の健康」が組み入れられた。この指針では、と

りわけ生活習慣病と歯周疾患との関連や妊産婦と歯周

疾患の関係など、歯・口腔の健康と全身との関連性が

図 1　日本の人口動態
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注目されており、食事からの健康的生活の維持および

向上、介護予防、あるいは肺炎予防、そして歯周医学

“Periodontal Medicine” と称される領域からの新たな

知見の蓄積が期待されている。

　本総説では、歯周病に代表される口腔感染症の全身

への影響に着目しながら、口腔内の感染度の指標とな

る検査、特に歯周病原細菌に対する血漿（清）IgG 抗

体価検査における臨床的な有効性、有益性、および将

来展望に加えて、医科の内科領域においてメタボリッ

ク症候群の予知検査として認知されるまでの課題も含

めて概説する。

2. 歯周病とメタボリック症候群

　メタボリック症候群は、脂質や糖質の代謝異常が引

き起こす血管や結合組織の障害が問題となる。昨今、

代謝異常と組織障害の悪循環を増悪するリスク因子と

して微小な慢性感染症がもたらす軽微な慢性炎症の存

在が注目されるようになった。とりわけクラミジア属

やヘリコバクターピロリ菌などの細菌感染が、その代

表例と考えられているが、歯周病原性細菌の感染も、

同様な影響を与えることが知られる（図５）。すなわち、

直接的な臓器への感染だけではなく、菌血症やそれに

伴う軽微な慢性炎症の影響があると考えられる。最近、

Tonetti らは、歯科医師－医師連携の歯周病と血管障害

の関連に関する研究論文を発表し 1）、その中で、徹底

した歯周治療によって菌血症を起こした直後には、各

種の炎症マーカーの数値の悪化を示すものの、6 ヵ月

後には血流依存性血管拡張反応が改善し、それには末

梢血中の好中球数や可溶性 E- セレクチン濃度の減少が

有意に関連することが述べられている。この研究結果

は、メタボリック症候群の病態改善に歯周病治療が有

効であることを提示するだけでなく、メタボリック症

候群の患者に対する歯周病治療の際、菌血症を防止す

ることの必要性をも示唆するものとして重要である。

　また、歯周病の炎症巣から産生される種々の炎症性

サイトカインの脂肪細胞への関わりも解明されつつあ

り（図６）、メタボリック症候群に影響を与える軽微

な慢性炎症として、慢性感染症や慢性肝炎なかりでは

なく、歯周病は、今後、ますますクローズアップされ

ると思われる。

3. 歯周病と糖尿病

　糖尿病と歯周病の関係は古くから考えられている。

現在、歯科診療時に問題とされていた創傷治癒の遅延

と易感染状態、さらには低血糖性昏睡などに留まらな

い範囲にまで認識が拡大している。Lamster らは、最

近、両者の双方向的な関係を総説としてまとめ、歯科

医師に糖尿病患者のスクリーニングと管理への積極的

な関与を勧めている 2）。また、その総説では、歯周病

と糖尿病の病態の相互関連性について以下のように記

述されている。

1）高血糖によってもたらされる糖代謝異常、終末糖

化産物、酸化ストレス、そして脂質代謝異常は、血管

図 3　医療そのものの統合

図 2　社会資本制度の考えの中における医療の位置づけ

図 4　日本の小児における齲蝕治療の必要度
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図５　歯周病から全身疾患への関連

図 6　歯周病と脂肪細胞との関わりで助長される全身性炎症

高柴正悟　メタボリック症候群の検査に取り入れられるか？歯周感染の検査
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障害と組織治癒障害を引き起こし、さらには好中球機

能の異常（抗感染機能の低下だけではなく機能亢進に

よる組織障害）によって歯周病が悪化する。歯周病は、

糖尿病の 6 番目の合併症である。さらに歯周病に限ら

ず、口腔疾患全般では、（1）齲蝕、（2）唾液機能の異常、

（3）口腔粘膜異常、（4）口腔感染症（真菌症を含む）、

（5）味覚や神経感覚の異常、と関連がある。

2）局所の慢性感染症である歯周病は、軽微な炎症を

持続し各種の炎症性メディエーターを生体内に産生さ

せ、その結果、インスリン抵抗性が亢進し糖尿病が悪

化する（あるいは治癒を困難にする）。さらに、（1）

血管障害、（2）それに伴う心疾患、（3）さらに腎臓障害、

などの様々な障害も引き起こされ、これらが糖尿病の

各種合併症を惹起する。

　また、糖尿病と血管障害の病態的な関連については、

歯科関連企業からホームページを介して情報提供が行

われているので、以下の URL を参照にされたい（URL: 

http://www.mouth-body.com/school/theater/Q01）。

4. 糖尿病患者での歯周病対策

　我々は、糖尿病患者に対する歯周病治療の際に、歯

周局所の細菌数の減少と歯肉炎症の軽減を図る目的

で、塩酸ミノサイクリン軟膏の術前局所投与を行って

いる。また細菌数が減少した後に、歯肉縁下の歯根面

にデブライドメントを行い、菌血症の防止に努めて

いる。この抗菌薬併用療法には、アジスロマイシン等

の長期作用型で食細胞依存型の薬剤も有用かもしれな

い。とりわけ、Iwamoto らは糖尿病患者を対象にし

た介入研究において、上記の塩酸ミノサイクリン軟膏

を併用した非観血的な歯周病治療によって、歯周炎症

の改善に相応して、血中の TNF- α濃度の有意な減少、

さらに HbA1c の有意な低下を報告した 3）。この研究成

果は、歯周病の感染制御が糖尿病の病態を改善し得る

可能性を提唱する画期的なものであった。

　このような歯科領域からの動きに加えて、最近では

医科歯科連携の医療が広がりを見せている。すなわち

日本糖尿病協会は、日本歯科医師会と連携して糖尿病

対策を講じており、特に、歯科医師登録医制度を構築

して歯科医師のための認定テキストを作成・公表して

いる（図７）。また、各都道府県においても、次第に

糖尿病医療の連携体制が取られるようになってきた。

医科も歯科も、さらには行政も、それぞれ専門家とし

て、その分野・領域内で切磋琢磨してきたが、まさに

現代は、医療従事者あるいは健康増進に関わる専門職

として職業上で連携を取らなければならない時代であ

ると考える。

　医科歯科連携医療の発展のためには、医科と歯科の

間で共通して歯周病などの口腔疾患を理解するための

工夫が必須である。歯科臨床の場では、口腔細菌の量

をプラークコントロールレコードや歯周ポケット内の

歯周病原性細菌の DNA 量を指標にして数値化し表現し

てきた。これらの検査値（数値）は、歯科領域独特の

指標である上に、糖尿病検査の血糖値に相当するもの

で変動が大きいという特徴がある。そこで我々は、比

較的、安定した数値を示す歯周病原細菌に対する血清

（漿）IgG 抗体価検査の利用を推奨してきた。この血液

検査は、過去 1~3 ヵ月の感染コントロール状態を示し、

糖尿病検査の HbA1c に相当するものと考えている。

5. 歯周病原細菌に対する血清 ( 漿 )IgG 抗体価検査の

臨床的有用性

　歯周病診断は、臨床症状、口腔内写真、レントゲン

画像あるいは歯周組織検査などの臨床検査の結果を総

図 7　日本糖尿病協会が発行する歯科医師登録医制度の認定テキスト 図 8　Web 口腔感染データ管理システム
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合して行われる。これらの一連の検査は繁雑な操作が

必要なため、患者の歯周病病態を正確に捉えるために

は、術者に高度な技術が要求される。すなわち、時と

して術者の熟練度によって検査の結果が相異なり、ひ

いては診断が異なる可能性が生じる。また、歯周病が

細菌感染症であるにも関わらず、歯周病原細菌の “ 感

染 ” レベルではなく歯周組織の “ 破壊 ” レベルを評価

するものである。したがって、古くから歯周病研究の

フィールドでは、細菌学的・免疫学的な観点から妥当

であり、かつ術者の熟練度によって差異の生じない新

たな歯周病検査法の確立が模索されてきた。

　歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価は、歯

周病菌の感染度の指標となる。我々は、大規模なマル

チセンター方式の研究によって、歯周病患者に対する

歯周基本治療の施行前後における歯周病原細菌に対す

る血漿 IgG 抗体価の変化とそれに伴う歯周炎症状の変

化の関連を統計学的に検討した。その研究成果の詳細

は他誌に委ねるものの、約 90 % の歯周病患者におい

て歯周病原細菌に対する血漿 IgG 抗体価が陽性となる

こと、また、歯周病の重症度に呼応するように、その

血漿 IgG 抗体価が高値を示すことなどが統計学的に示

された。このことは、将来、本検査が歯周病患者のス

クリーニングに有用であるばかりでなく、その重症度

をも暗に捉える検査方法として、一般に広まるポテン

シャルを有することを期待させる結果であった。

　歯周病は “Silent Disease” とも言われ、重症化する

まで自覚症状がない。そこで、本血漿 IgG 抗体価検

査を健診項目に組み入れることは、隠れた歯周病患者

をスクリーニングするのに適している。日本歯科人間

ドック学会から示された目安に沿うと、これまでの画

像検査と歯科医師・歯科衛生士による口腔内視診等の

検査による歯科人間ドックでは 1~1.5 時間を要すると

言われる。このことから、多くの総合病院においては、

歯科人間ドックを通常の人間ドックに導入するには各

種検査の時間的流れに合わないことが多く、歯科人間

ドックの導入には大きな障壁であった。我々が提唱す

る歯周病原細菌に対する血清（漿）IgG 抗体価検査は、

医科人間ドックの一般血液検査で余った血清を利用す

ることで実施可能であり、今後、歯科（歯周病）検査

として、総合病院内の人間ドック部門に組み入れられ

る有力な候補であると考えている。

6. 歯科検査、内科検査と Web 口腔内科データ管理システム

　昨今、情報処理技術の飛躍的な発展によって、様々

な医療分野において大規模データベースが構築されて

いる。世界中の研究者は、自らの発案を基にして、こ

れらのデータベースを活用し、様々な統計解析を行

い、新規の医療システムを提唱するためのエビデンス

図 9　Web 歯周病データ管理システムの目指す方向

高柴正悟　メタボリック症候群の検査に取り入れられるか？歯周感染の検査
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を蓄積している。しかしながら歯科領域において、こ

のような開かれた大規模な臨床データベースは存在せ

ず、多くの疫学的研究は、歯科研究者各々が保有・管

理する臨床データベースによって行われているのが現

状である。こうした背景を鑑みて、我々は、歯科領域

の発展のためには、それに関連する全ての臨床家・研

究者が志を一つにして、他の領域に現存する臨床デー

タベースに匹敵する歯科疾患関連の大規模データベー

スの構築が欠かせないと考えた。そこで、国費の助成、

NPO 法人日本歯周病学会および企業コンソーシアム

の支援によって、「Web 口腔内科データ管理システム」

（図８）（http://61.194.59.38/dentweb/；体験のため

の ID は shikai、パスワードは demodemo）を構築し、

随時、発展させてきた。このシステムは、患者の歯周

病に関連する臨床データ、指尖毛細血管採血による血

漿 IgG 抗体価を指標にした歯周病細菌感染度に加え、

動脈硬化に関連する医科検査データの蓄積を試みてお

り、Periodontal Medicine 領域に新たなエビデンスを

吹き込む研究成果が期待される。

7. 今後の課題 －高 P. gingivalis 抗体価血漿 “ 症 ” の存在－

　我々は、某企業（東京本社）の 747 名の従業員全

員を対象にして、2008 年から 2009 年までに実施さ

れた社内の企業健診時に、本血清 IgG 抗体価検査を実

施した。その結果、歯周病の自覚がない “ 隠れ ” 歯周

病患者の多くをスクリーニングすることができた。こ

の健診結果は、これまでに記述した本検査の有益性

を改めて実証するものであり、今後の企業健診にお

ける検査項目の一つとして本検査の追加を推奨する

エビデンスとなった。一方、この企業健診は、我々が

これまでの臨床経験の中で薄々感じていた一集団の

存在を意識させるものであった。すなわち興味深い

ことに、臨床的に歯周病に罹患していないにも関わ

らず、P. gingivalis 菌に対して高い抗体価を示す集団が

存在するという健診結果が出た。現在、一般に実施

されている簡易的な歯周検査である CPI（Community 

Periodontal Index）を指標にして、その値が 0 の者を

健常者（非歯周病罹患者）と考え、P. gingivalis 菌に対

する血清 IgG 抗体価を調べた。すると健常者群 293

名に対して、実に 50 % を超える 156 名において、P. 

gingivalis 菌に対して高い抗体価を示すことが分かった

（未発表データ。なお、抗体価の陽・陰性を決定する

カットオフ値は、ROC 曲線から割り出した 1.70 に設

定した。）。我々は、この集団を “ 高 P. gingivalis 抗体価

血漿症 ” として注目すべき前疾患群であると考えてい

る。特に、動脈硬化症モデル動物である ApoE 欠損マ

ウスに P. gingivalis を感染させるとアテローム性動脈硬

化症病巣形成が促進されると報告されていることから

も 4）、P. gingivalis の感染を把握することは重要で、今

後、“ 高 P. gingivalis 抗体価血漿症 ” の集団が、メタボ

リック症候群を含めた全身疾患の発症において、どの

ような推移を示していくのか注視する必要性を感じて

いる。

8. おわりに

　将来、慢性微弱感染と軽微炎症である歯周病が関連

する各種の全身疾患を対象に、様々な研究が展開され

ることが予想される。また、この研究は、臨床家・産

業界・大学・省庁といった臨産学官での共同作業によっ

て行われると考えている。我々は、一つの社会的資本

として、Web 口腔内科データ管理システムを構築し

た（図９）。この臨床データベースを利用して多くの

エビデンスが蓄積され、新規の医療展開が提唱される

ことで、歯周病治療が歯と口腔の健康に留まらず全身

の健康に必要であると理解され、医科歯科の連携がな

された診療が普及することを期待する。これこそが、

社会的共通資本の中の制度資本の一つとして存在する

医療の使命であり、最終的には人の健康でありたいと

いう欲望のひとつを満足させることにも繋がると考え

る。
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咀嚼能力検査
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大阪大学先端科学イノベーションセンター

＊：〒 596-0046　大阪府岸和田市藤井町 2-1-29
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e-mail: nokubi@dent.osaka-u.ac.jp

１．はじめに

　歯科医療の主な目的として、患者の訴えに耳を傾け、

様々な不快や症状への対処、欠損した組織の形態的回

復、加えて「噛む・味わう・話す・感じる」などの口

腔諸機能のうち、とりわけ咀嚼機能の回復は不可欠で

ある。一般に、咀嚼は、上下顎の歯や義歯による安定

した咬合を基点として、口唇・頬・舌・咀嚼筋・下顎・

頸部などが巧みに連動して食べ物を捉え、咬断、粉砕、

臼磨を行いながら、唾液との混合によって形成した食

塊を嚥下するまでの一連の作業と定義されている。

　咀嚼機能の重要な役割としては、多種多様な食べ物

からの栄養の確保をはじめ、いろいろな味や噛み応え

などの認知、唾液分泌の促進、嚥下機能の円滑化や消

化吸収の効率化、口腔内の清掃効果、脳循環の向上、

健康の維持・増進、それに食生活の豊かさの確保や生

活の質 (QOL) の向上などがあげられる。したがって、

咀嚼機能を十分に発揮させるためには、その基盤とな

る上下顎の歯や義歯による安定した咬合の確保が極め

て重要であることはいうまでもない。

　厚生労働省の平成 17 年歯科疾患実態調査結果 1）

によれば、咬合の確保や咀嚼機能に対して重要な役

割を果たしている歯については、高齢であるほど多

く喪失しており、また歯の喪失への対応として、65

歳以上 75 歳未満においては、部分床義歯装着者が

44~48％、全部床義歯装着者が 18~29％を占めてい

る。さらに、75 歳以上の高齢者においては、部分床

義歯装着者は 42~46％とほぼ等しいが、全部床義歯

装着者は43~64％と著しく増加している。このことは、

わが国の超高齢化の一つの現象である加齢とともに歯

が喪失し、加えて義歯による補綴治療で咀嚼機能の回

復を求める国民が依然として増えていることを意味し

ている。したがって、咀嚼機能の回復を担う歯科医療

の社会的責任は極めて大きく、歯科医療における一つ

の評価基準として、客観的な咀嚼能力検査を導入する

ことは不可欠である。

　一般に、医科領域における検査には、身長・体重の

測定、血液検査、尿検査、エックス線検査、血圧など

全身に関連する検査や、肝機能検査、腎機能検査、呼

吸器系や消化器系に関連した検査などがあり、多面的

な検査結果を精査、統合することによって、より確率

の高い診断が下されている。一方、歯科領域における

主な検査には、表 1 に示すような項目があげられ、患

者の様々な徴候や症状などに対して、それぞれに適応

した検査が実施されている。各医療の現場において行

われる一つひとつの正確な検査結果が、適切な治療の

選択とその効果判定、ならびに健康の現状把握やそ

の予知などに対し極めて有効な情報源となり得ること

は、改めて強調するまでもない。しかし、歯科医療の

過程において、口腔の中で最も重要な咀嚼機能に対す

る客観的な検査が、臨床の現場ではほとんど行われて

いないのが実状である。

　本稿では、このような実態を少しでも改善できれば

との強い願いを込めて我々が長年取り組み、広く社会

において容易に適用できるよう開発してきた咀嚼能力

検査法の現状と展望を中心に概説する。

表 1　歯科領域における主な検査項目

・　う蝕検査
・　歯周検査
・　エックス線検査
・　細菌検査
・　真菌検査
・　唾液量検査
・　口臭検査
・　味覚検査
・　金属アレルギー検査
・　咬合力検査
・　咀嚼能力検査
・　顎機能検査（筋電図・顎運動）
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２．歯科医療における咀嚼能力検査の実態

　これまで、咀嚼能力の評価法には、Manly ら 2）が

1950 年に報告し、長年にわたり活用されてきた、ピー

ナッツを用いる篩分法をはじめ、数々の咀嚼試料によ

る直接的検査法や間接的検査法 3）が提唱されている

( 表２)。しかし、これら検査法の中には、本来の咀嚼

機能を反映していないこと、機能分析に長い時間を要

すること、また咀嚼試料に対して安心して咀嚼できる

とはいい難いこと、一定の物性を有しているとはいえ

ないことなどの様々な理由から、生理学的な咀嚼能力

そのものを評価するためにはさらに検討を要するもの

が見受けられる。

　現在、日常の歯科医療の現場において、一般的には

歯の欠損に対して様々な補綴治療が行われており、そ

の治療による形態や機能の回復度の確認はほとんどが

患者の感覚的な評価に頼っている。今後歯科医療に

よって、咀嚼機能がどの程度回復したのかを客観的に

評価するためには、いままさに、科学的根拠に基づい

た定量的かつ正確に実施できる咀嚼能力検査法を開発

し、加えて歯科医療の現場で容易に活用できるよう積

極的に取り組むことが、強く求められる状況であると

考える。

３．咀嚼能力検査法の開発のコンセプト

　我々の咀嚼能力評価開発プロジェクトは、1993 年

に山本 4）が初めて報告した、検査用グミゼリーによ

図 1　咀嚼能率手動測定法 ( グルコース法 ) に使用する器材

・分注器

（ディスペンセッテ）

（35℃、15ml）

・恒温槽

（サーマルロボ）

・プラスチック容器

・回転子

・スターラー

（回転速度：400rpm）

・血糖値測定装置

（グルテストエブリ）

・グルテストセンサー

・ストップウォッチ

・ピンセット

表 2　咀嚼能力検査法

1.　直接的検査法

　　1）咀嚼試料の粉砕粒子の分布状態（篩分法）

　　　　（ピーナッツ、米、寒天印象材）

　　2）咀嚼試料の内容物の溶出量

　　　　（チューインガム、グミゼリー、米、ATP 顆粒剤等の人工試料）

　　3）咀嚼試料の穿孔状態（ポリエチレンフィルム）

　　4）食品の混合状態、食塊形成（ガム、ワックスキューブ、煎餅）

　　5）咀嚼能率判定表（アンケート調査：咬度表、咀嚼スコア）

2.　間接的検査法

　　1）咀嚼時の下顎運動

　　2）咀嚼時の筋活動

　　3）咬合接触状態

　　4）咬合力
（咀嚼障害評価法のガイドライン ‐ 主として咀嚼能力検査法 ‐ より抜粋、補綴誌：46 巻、2002）

図 2　咀嚼能率手動測定法 ( グルコース法 ) の基本的な測定手順

包 装 し た 検 査 用 グ ミ ゼ

リーを患者自身で開封

30 回自由に咀嚼後、咬断

片試料を回収

30 秒間水洗 プラスチック容器に咬断片を移し、35℃の水

15ml を分注器より注入

スターラー（400rpm）に

て、10 秒間撹拌

ピンセットで上清を 1 滴採取する 水滴に血糖値測定装置のセ

ンサー先端を接触させる グルコース濃度（mg/dl）

が表示される

15 秒後

　　咀嚼能率（咬断片表面積増加量：ｍｍ 2）

　　＝ 13.5　×（グルコース濃度）－ 250

14-21
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る咀嚼能率測定法 ( ゼラチン法 ) を原点として、これ

まで歯科医学における科学的根拠に基づく評価法への

展開とともに、歯科医療において広く活用できる咀嚼

能力検査法の開発に向けた検討を種々行ってきた 5）－

9）。特に、新しい咀嚼能力検査法を開発するにあたっ

て、我々が最も重視したコンセプトは、「いつでも、

どこでも、誰でも、簡単で正確に咀嚼能力の客観的評

価が短時間で行えること、併せて咀嚼という生理学的

な機能を忠実に反映させるために、一定の品質管理の

もとで実際に食べられる食品によって検査が行えるこ

と」とした。そのために、咀嚼試料が具備する必須条

件としては、個別包装により衛生面かつ物性面の管理

が可能であること、咀嚼ならびに嚥下に対して安全な

食べ物であること、年齢や性別に関係なく馴染み易い

味であること、様々な検査目的ならびに測定環境にも

適用できることなどをあげている。

　そこで、開発当初のゼラチン法における測定操作の

煩雑さや結果表示までの時間の長さなど、臨床の現場

で適用する際のいくつかの課題に対して種々検討を加

え、歯科医療の前後や、経過観察時における咀嚼機能

の変化などを客観的に評価し、かつ容易に適用できる

咀嚼能率手動測定法 ( グルコース法 ) を新たに開発し

た。本測定操作についてこれまで改良を重ね、現在実

際に行っている基本的な測定手順は、以下に示す通り

である。

４．咀嚼能率手動測定法 ( グルコース法 )

　本グルコース法に用いる器材 ( 図１) は、水を一定

温度に保温し蓄えておく恒温槽とガラス瓶、その保温

した水を一定量供給するための分注器、水溶液を撹拌

するためのスターラー、グルコース濃度を測定する簡

易型血糖値測定装置 ( グルテストエブリ、三和化学 )

などである。

　本法の測定手順は、図２に示した通りである。まず、

成分と形状、ならびに物理的性質などを規格化し、個

別包装した検査用グミゼリー 1 個 (5.5g、ユーハ味覚

糖 ) を患者自身が取り出し、自由に 30 回咀嚼した後、

その咬断片をガーゼの上にすべて回収する。次いで、

グミゼリー表面に付着している唾液や血液、溶け出し

たグルコースなどを可及的に除去するため、流水下で

30 秒間水洗する。さらに、その咬断片をプラスチッ

ク容器に入れた後、その容器に恒温槽で温められたガ

ラス瓶の中の水 (35℃ ) を分注器 ( ディスペンセッテ )

により 15ml 注入し、スターラー (400rpm) で 10 秒

間撹拌して、咬断したグミゼリーの表面からその構成

成分であるグルコースを水中に溶出させる。撹拌後直

ちに、その上清からピンセットの先端に少量採取し、

きれいなガラス面や金属面に滴下した後、簡易型血糖

値測定装置に装着したセンサー先端部を接触させる

と、その 15 秒後にグルコース濃度 (mg/dl) が表示さ

れる。

　本グルコース法においては、咬断片の表面より水中

に溶出したグルコース濃度と、グミゼリー咬断片の表

面積増加量 ( こなれ具合 ) との間には高い直線性の相

関が認められている 6）ことから、一次回帰式 ( 図 2、

現在使用中の同一製造条件のグミゼリーの場合を表

示している。) に、得られたグルコース濃度の値を入

力することによって、咬断片表面積の増加量 ( 単位：

mm2) が算出される。

　このように、咀嚼能力の一部を示す指標で、食物を

規定の粉砕度に要する作業量を咀嚼能率といい、また

規格化された条件下で食物粉砕度を測定することを咀

嚼能率測定とそれぞれ定義されている 10）。したがっ

て、我々はこの検査用グミゼリーの原形 ( 表面積は、

1,545mm2 であるが、表面積増加量は原形を基準とす

るため、０mm2 とした。) から、咀嚼後の咬断片表面

積の増加量を咀嚼能率と定めた。なお、この一連の測

定操作は、グミゼリーの咀嚼後、２分以内で終了する。

５．義歯装着者における咀嚼能力の実態

１) 有床義歯の機能的有用性に関する検証

　様々な歯の欠損に対する義歯装着時の咀嚼能力の実

態を知る目的で、大阪大学歯学部附属病院咀嚼補綴

科 ( 第二補綴科 ) において、新義歯を製作した 188 名

( 男性 76 名、女性 112 名、平均年齢 65.6 ± 10.1 歳 )

図３　新旧有床義歯における咀嚼能率の比較

P 群
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P/P 群
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野首孝祠　咀嚼能力検査



日本口腔検査学会雑誌　第 2 巻　第 1 号： 　　　   , 2010

17

を対象に調査を行った。咀嚼能力の評価は、新義歯製

作前に使用していた旧義歯装着時、ならびに新義歯製

作後、調整がほぼ終了した新義歯装着時において、前

述のグルコース法を用いてそれぞれの咀嚼能率を測定

し、新旧義歯の比較検討を行った。なお、義歯の装着

状況については、片顎のみに部分床義歯を装着した群

(P 群 )、上下顎ともに部分床義歯を装着した群 (P/P

群 )、部分床義歯と全部床義歯を上下顎に装着した群

(F/P 群 )、さらに上下顎ともに全部床義歯を装着した

群 (F/F 群 ) とし、片顎のみに全部床義歯を装着した

群については 5 名と症例数が少なかったため分析対象

から削除した。また、この調査に用いたグミゼリーは、

現在使用中のβ - カロチン色素含有グミゼリー ( 後述 )

と製造条件が異なるため、当時の一次回帰式を用いて

咀嚼能率を算出した。

　その結果、図３に示した通り、咀嚼能率は、部分床

義歯ならびに全部床義歯の装着状況に関係なく、旧義

歯装着時と比較して、新義歯装着時ではいずれも約 1.5

倍に増加し、旧義歯と新義歯の咀嚼能率の間には、有

意な正の相関がみられ (r=0.725、P <0.01)、新義歯の

機能的有用性が確認された。

　このように、正しい診断のもとで適切に製作された

義歯を、さらに経過観察の中で咬合を安定させるなど、

生体により適合させることによって、咀嚼機能の多岐

にわたる役割を種々展開させる可能性が示唆された。

しかし一方で、現実問題として、新義歯装着時の咀嚼

機能が、旧義歯装着時よりも低下するといったケース

も時折経験する。その場合は、新義歯に対して何らか

の処置が必要であることを示唆しており、義歯の経過

観察の重要性を再認識すると共に、咀嚼機能を向上さ

せる際の適切な処置に対する一つの指針となり得るも

のと考える。

２) 咀嚼能力に影響を及ぼす要因

　次に、一般歯科医院に通院中の義歯装着者の咀嚼能

力に影響を及ぼす様々な要因について検討を行った。

調査対象として、大阪府、東京都、兵庫県における 4

か所の歯科医院 ( 各医院においては、大学病院の歯科

補綴科に在職経験を有する歯科医師が少なくとも 1 名

勤務していることを条件とした。) に通院している 50

歳以上の患者の中から、義歯を必要としない対照群 (N

群 ) と、部分床義歯や全部床義歯を装着している有床

義歯群 (P1 群、P2 群、F1 群、F2 群の 4 群 ) に対し

て各 30 名 ( 表３) をそれぞれ無作為に抽出し、義歯の

装着状況間の比較検討を行った。調査項目は、年齢、

性別、機能歯数 ( 咀嚼機能に関与している天然歯や処

置歯を合計した歯数とし、智歯は除いた。)、咬合支

持 (Eichner の分類 )、最大咬合力 ( オクルーザルフォー

スメータ GM10、長野計器 ) とし、各項目と咀嚼能率

との関係について検討を行った。その結果の概要は、

表 3　義歯の装着状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性 / 女性
有歯顎（義歯を必要としない対照群） ：　30 名 (  9/21）   N 群
片顎のみに部分床義歯を装着　　　   ：　30 名 (10/20) P1 群
上下顎ともに部分床義歯を装着　　   ：　30 名 (12/18) P2 群
片顎に全部床義歯を装着　　　　　   ：　30 名 (10/20) F1 群
上下顎ともに全部床義歯を装着　　   ：　30 名 (  6/24) F2 群

図 4　咀嚼能率と年齢との関係

図 5　機能歯数と年齢との関係

図 6　咀嚼能率と機能歯数との関係
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以下に示す通りである。

( １）咀嚼能率に対する年齢・性別・機能歯数の影響

　対象者は、年齢 50~96 歳 ( 平均年齢：69 歳 )、男

性 47 名、女性 103 名であった。まず、咀嚼能率と年

齢との間 ( 図４) には、弱い負の相関関係が示されたが、

統計学的に明らかな影響は認められず、また咀嚼能率

の性差もみられなかった。

　機能歯数は、加齢とともに減少し、両者の間には強

い負の相関関係が認められた ( 図５)。一方、咀嚼能

率は、機能歯数との間において弱い正の相関関係がみ

られるにとどまった ( 図６)。

( ２）最大咬合力に対する咀嚼能率、咬合支持と義歯

の装着状況の影響

　咀嚼に対して直接的に作用すると考えられる咬合力

に関して、個人の最大咬合力を測定したところ、最大

咬合力と咀嚼能率との間には強い正の相関関係が認め

られた ( 図７上段 )。また、最大咬合力は、Eichner A、B、

C 群のすべての群間で有意差が認められ、上下顎の歯

による咬合接触のない C 群においては、平均約 10kgf

と著しく低い値を示した ( 図７中段 )。同様に、義歯

の装着状況の中でも全部床義歯装着者 (F1 群及び F2

群 ) において、最大咬合力は著しく低くなり ( 図７下

段 )、咀嚼能率の低下に影響を及ぼす可能性が示唆さ

れた。

( ３）咀嚼能率に対する咬合支持と義歯の装着状況の

影響

　咬合支持において、Eichner の A 群と、B、C 群と

図 7　最大咬合力と咀嚼能率 ( 上 )、咬合支持 ( 中 ) 及び義歯の

装着状況 ( 下 ) との関係

図 8　咀嚼能率と咬合支持 ( 上 ) 及び義歯の装着状況 ( 下 ) と

の関係
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の間の咀嚼能率に有意差がみられ、咬合支持域の減少

に伴い、咀嚼能率も低下する傾向がみられた。しかし、

B 群と C 群との間の咀嚼能率には有意差は認められず

( 図８上段 )、義歯装着 4 群の各群間においても、差

がみられないことが示された(図８下段)。このことは、

機能歯数の多少が咀嚼能率に対して与える影響の小さ

いことを反映しているものと考えられる。

　以上の一般歯科医院においても、50 歳以上を対象

とした調査結果より、年齢、性別、機能歯数の減少、

咬合支持域の減少、義歯の装着状況に関わらず、生体

に適合した義歯を装着することによって、咀嚼能率を

向上させる可能性が示唆され、有床義歯による機能的

効果が大きく期待できるものと考える。

６．グルコース法における課題

　現在のグルコース法は、当初のコンセプトに沿って

確立した、咀嚼能力の基本的な評価法と考えている。

しかし、測定操作が手作業であることが、測定精度に

少なからず影響を及ぼしており、我々のコンセプトに

おける「いつでも、どこでも、誰でも正確に評価でき

る」という点について、若干の課題を残している。例

え同一の測定者であったとしても、一連の操作の中で、

水洗操作や撹拌操作における水の温度や操作時間など

が、微妙に変動し、グルコース濃度の測定精度に影響

を及ぼすことが懸念される。さらに、測定する地域や

季節ごとに変動する水温など、様々な測定環境が精度

に与える影響も考えられる。そこで、これらの課題を

可及的に解消すべく、現在我々が取り組んでいる状況

について触れておきたい。

７．咀嚼能率自動測定法 ( 色素法 )

　我々は、測定操作を自動制御し、様々な測定環境を

限りなく一定の条件とすることによって前述の課題を

克服し、かつ全国各地における咀嚼能率のデータを共

有することを目的として本測定法を開発した。

　そのプロトタイプ測定装置を図９に示す。本測定法

は、測定対象成分として天然色素の一種であるβ－カ

ロチンを含有させた、色素含有グミゼリーを用い、咬

断片表面から水溶液中に溶出するその色素濃度を発光

ダイオードとフォトダイオードにて検出し、表面積増

加量を自動測定する方法である。なお、今回開発した

β－カロチン含有グミゼリーは、これまでのグルコー

ス法においても、本色素法においても、同様に使用で

きるよう改良した咀嚼試料である。

１) 咀嚼能率自動測定装置の構成 11）

　本測定装置は、咀嚼後の咬断したグミゼリーを水洗

する部分 ( 水洗部 )、水洗後の咬断片を一定量の水中

で撹拌し、その表面から色素 ( β - カロチン ) の溶出

図 9　咀嚼能率自動測定法 ( 色素法 ) における測定装置と測定のフローチャート

14-21
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した水溶液中を発光ダイオードの光が透過する際に減

少する光量を電気的に測定する部分 ( 撹拌 ･ 測定部 )、

それに赤 (R)、緑 (G)、青 (B) ３色の光線の透過光量よ

り変換した受光部電圧ならびに表面積増加量を算出

し、それぞれを表示する部分 ( 表示部 ) で構成されて

いる。また、加温器は、設定温度に保った水を、本測

定装置の水洗部に一定時間供給するための付属装置で

ある。さらに、測定条件の設定及び変更は、本測定装

置の付属ソフトとして製作した「咀嚼装置通信サポー

ト」を用いて行った。なお、本測定法について種々検

討を行った結果、グミゼリーの水洗温度 35℃、水洗

時間 30 秒、β－カロチンの溶出温度 35℃、溶出時間

10 秒 ( 撹拌時間 :8 秒、静置時間 :2 秒 ) の条件で、現

在測定を行っている。

２) 咀嚼能率自動測定法 ( 色素法 ) における測定精度 11)

　まず、本測定装置におけるβ－カロチン水溶液の希

釈率 ( 色素濃度 ) と受光部電圧との関係について検討

した結果、溶液中の色素濃度が高くなるにつれて受光

部電圧は低くなり、β－カロチンの希釈率と受光部電

圧との間には、三次式において r=0.999 と極めて強い

相関関係が示された。したがって、本測定装置で受光

部電圧を測定することにより、溶液中の色素濃度が正

確に検出できることが示された。

　次に、本測定装置とβ－カロチン含有グミゼリー

（既知の表面積を有する数種の分割試料）を用い、表

示された受光部電圧 (mV) から既知の表面積増加量

(mm2) を回帰する式を求めた結果、三次回帰において、

r=0.992 と強い相関関係が示された。

　これらのことから、水洗操作から測定結果の表示に

至るまでの過程を自動化することによって、これまで

懸念されていた、測定者や測定環境が測定結果に与え

る影響が十分抑えられる可能性を示したものであり、

本測定法の有用性が示唆された。

８．まとめ

　本稿では、我々が 10 数年間にわたり客観的な咀嚼

機能評価の一環として開発した、検査用グミゼリーに

よる咀嚼能率手動測定法 ( グルコース法 ) と、更なる

汎用性と簡便性、かつ自動化を目指して改良したβ－

カロチン含有グミゼリーと咀嚼能率自動測定法 ( 色素

法 ) を中心に概説した。

　一般に、歯の欠損、咬合支持域の減少や歯の欠損に

対して製作された部分床義歯や全部床義歯などによっ

て、咀嚼能力は低下するといわれているが、我々のこ

れまでの疫学的調査においては、これらの要因が咀嚼

能力に対して有意に影響を及ぼさないことが示され

た。実際、最大咬合力の低下の影響がやや残ることに

より、有歯顎時の咀嚼能力まで回復できなくとも、義

歯を適切に装着、管理することによって、年齢、性別、

機能歯数や咬合支持域、さらには有床義歯の種類に関

係なく、咀嚼能力は十分回復できる可能性が示唆され

た。

　以上のことから、社会全体に咀嚼能力検査を導入し、

それによる一つの客観的な機能評価としての新たな展

開とともに、歯科医療における一つの治療指針として

の可能性が示されたものと考える。

　咀嚼能力検査法に関する今後の研究開発について、

我々は前述のコンセプトを堅持しつつ、様々な測定環

境に対して適応でき、検査目的ごとの食品の開発とと

もに、歯科医療の分野や摂食・咀嚼・嚥下障害などの

介護の分野における客観的評価への支援、さらに児

童から高齢者の生涯にわたる、時系列的な咀嚼能力評

価及び QOL の向上や ADL の充実に向けた身体と口の

健康管理への支援などを目指し、本咀嚼能力検査の社

会貢献に向けた更なる開発に引き続き努める所存であ

る。
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総　説

歯周病細菌に対する抗体価検査
永井　淳 *

福岡歯科大学口腔治療学講座歯周病学分野

＊：〒 814-0193　福岡県福岡市早良区田村 2 丁目 5-11

TEL： 092-801-0411　FAX： 092-801-4909

e-mail: anagai@college.fdcnet.ac.jp

抄　録

　歯周病細菌に対する抗体価検査の原理と意義を展望する。歯周病は、多種のグラム陰性

嫌気性菌の感染にともなう慢性炎症である。そこで、歯周病細菌に対する末梢血抗体価は、

歯周ポケットに生息する歯周病細菌の感染を反映するが、感染菌の要因（抗原タンパクの

産生動態、感染細菌種の個体差）ならびに宿主免疫応答の個体差（歯周病細菌の歯周ポケッ

ト内外での生息と感作、免疫認識の個体差、細菌産生物質による免疫応答の修飾、産生抗

体の交差反応性）の影響を受けることを概観し、歯周治療における意義を展望する。さら

に、歯周病細菌の口腔外への播種について整理し、末梢血抗体を歯周病細菌の歯周ポケッ

トおよび全身臓器への侵襲とそれに対する宿主応答の全過程を経たアウトプットとして捉

える視点から、全身疾患のリスク評価への応用の可能性について考察した。

キーワード：antibody titer, periodontal bacteria

論文受付：2010 年 1 月 18 日　論文受理：2010 年 2 月 21 日

緒　言

　医療の未来は、疾患の症状が現れるよりも前の、

疾患が治療に反応しやすいであろう早期段階でその

疾患の進行と治療への反応が予測できる生物マー

カーの発見にかかっている―Gregory Downing, DO, 

Ph. D,（合衆国保健社会福祉省個人化医療プログラム

室長）

　本総説は、歯周病細菌に対する抗体価についての

研究を、抗体価の意味および測定の方法論の面から

整理することで、従来の検査では捉えることのでき

なかった歯周病病態を可視化する生物マーカーとし

ての特性を明らかにするとともに、全身の健康への

インパクトを示す生物マーカーとしての応用可能性

を展望することを目的とした。

1.　歯周病とはどんな病気か

　まず、歯周病とその原因になっている歯周病細菌

について整理する。

　歯の周囲をとりまく組織（歯肉、歯根膜、歯槽骨、

セメント質）を歯周組織と呼ぶ。歯肉と歯との界面

は溝（歯肉溝）を形成しており、歯の表面にバイオ

フィルムを形成して定着する細菌にとって生態学的

なニッチとして利用されやすい。このような細菌の

遷延的な感染が惹き起こす慢性炎症が歯周病の本質

である。このことは、1965 年に Löe ら 1）によって

実験的に確かめられた。

　歯周組織に生じた慢性炎症のうち、バイオフィル

ムに近接する歯肉に限局して生じるものを歯肉炎と

呼び、炎症巣が拡大し、破骨細胞の活性化によって

歯槽骨の破壊を伴って線維性の付着の喪失を生じた

ものを歯周炎と呼ぶ。この破壊によって、歯肉と歯

面の間により広い空間（歯周ポケット）が形成され、

嫌気性菌を主とするバイオフィルム細菌群の生育に

適した環境が拡大する。たとえば、重度に進行した

歯周炎患者では、その空間に接する炎症歯肉の面積

は、片方の手掌のそれにほぼ等しいとされる。歯周

炎が自然治癒することは稀であり、放置すれば歯が

脱落するまで組織破壊が継続する。日本人を対象に
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嫌気性細菌群が優勢となり、お互いの代謝産物に依

存する食物網を形成していると考えられる 3）。これら

のうち抗体価検査のターゲットとなったものに限っ

ても、メタン産生古細菌、真正細菌 Proteobacteria 門、

Firmicutes 門、Actinobacteria 門、Spirochetes 門ならびに

Bacteroidetes 門と多種におよぶ（表 1）。歯周ポケット

以外に常在する Staphylococcus epidermis、Streptococcus 

sanguis、または Escherichia coli に対する抗体を対照

として測定したものもある。なお、菌種名は再分類

によって変化しているため、過去の文献での表記と

は一致しないものもある。以後 Bergey’s Manual of 

Systematic Bacteriology 2nd edition の編者が出版し

ている最新版の taxonomic outline4）に準拠した種属

名を記載する。表 1 には以前の種属名を括弧内に示

した。

　これらの細菌は直接歯面に付着し定着できる接着分

子をもっているわけではない。歯面にバイオフィルム
5）を形成して集積する細菌集団の模式図 6）によると、

歯面に吸着したカルシウム結合性タンパク分子と結合

親和性を有する連鎖球菌が早期定着菌となり、それら

の菌体と結合親和性を有する細菌が次々に共凝集して

集落を形成すると考えられている（図 1）。

　ヒト歯周ポケットに生息する細菌種は、総計 500

種に及ぶ 7）と考えられるが、菌種を越えてバイオフィ

ルム形成のための共通シグナル伝達系 8）を持ってお

り、それぞれが宿主の歯周ポケットを生存に有利な

環境へと改変するという意味で相利共生関係にある

とともに、同じ栄養源を利用する種の間には競争的

排除が働いていると考えられる。筆者らの４人の慢

性歯周炎患者の歯肉縁下プラークの細菌構成の解析
9）によると、一人あたり 100~200 種の細菌、４人

分をまとめると 496 種の細菌種が生息していること

が確認され、２人の患者が共有する菌種はたかだか

38% にすぎず、４人の患者が共有する菌種はわずか

に１７種であったことからも、細菌種の構成には個

体差が大きいことがうかがわれる。

　歯周病を起こす原因菌は、厳密に Koch の原則を満

たす病原菌として同定することはできていない。こ

れは、歯周ポケット内に生息する細菌種の大半が、

いまだに培養されていない細菌（難培養細菌）であ

ること 7）9）などによるのであろう。

　そのため、Socransky ら 10）は純粋培養法に頼らな

い分類同定法（DNA-DNA hybridization 法）をベー

表 1　これまでに抗体価測定の対象となった歯周病細菌

古細菌　　　　　　　　      Methanobrevibacter oralis
真正細菌
　プロテオバクテリア門
　　βプロテオバクテリア　Eikenella corrodens
　　γプロテオバクテリア　Aggregatibacter actinomycetemcomitans
　　　　　　　　　　　　　          (Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
                                          Haemophilus actinomycetemcomitans)
　　　　　　　　　　　　　        Aggregatibacter aphrophilus
                               (Haemophilus aphrophilus)
　　εプロテオバクテリア　Campylobacter concisus
　　　　　　　　　　　　        　 Campylobacter rectus
　　　　　　　　　　　　        　 Campylobacter gracilis 
                               (Bacteroides gracilis)
　Firmicutes 門　　　　　　    Eubacterium brachy
　　　　　　　　　　       　　　  Eubacterium nodatum
　　　　　　　　　　　　       　  Mogibacterium timidum
                              (Eubacterium timidum)
　　　　　　　　　　　　       　  Selenomonas sputigena
　　　　　　　　　　　　　         Micromonas micros
                             (Peptostreptococcus micros)
　Actinobacteria 門　　　　    Actinomyces israelii
　　　　　　　　　　　　　        Actinomyces naeslundii
　　　　　　　　　　　　　        Actinomyces viscosus
　　　　　　　　　　　　　        Atopobium minutum
                            (Lactobacillus minutus)
　Spirochaetes 門　　　　      Treponema denticola
　Bacteroidetes 門　　　　     Capnocytophaga gingivalis
　　　　　　　　　　　　　        Capnocytophaga ochracea
　　　　　　　　　　　　　        Capnocytophaga sputigena
　　　　　　　　　　　　　         Fusobacterium nucleatum
　　　　　　　　　　　　　         Porphyromonas gingivalis 
　　　　　　　　　　　　　　              (Bacteroides gingivalis, 
                                                                     Bacteroides assacharolyticus)
　　　　　　　　　　　　　          Prevotella denticola
　　　　　　　　　　　　　          Prevotella loescheii
　　　　　　　　　　　　　          Prevotella melaninogenica
　　　　　　　　　　　　　          Prevotella oralis
　　　　　　　　　　　　　         Prevotella intermedia 
                              (Bacteroides intermedius)
　　　　　　　　　　　　　         Tannerella forsythia, 
　　　　　　　　　　　　　         Tannerella forsythensis
   (Bacteroides forsythus)

　これまでに抗体価測定に供された歯周病細菌の種類を、
Taxonomic outline of bacteria and archea release 7.7 の分類に
従って表示した。旧名を括弧内に表示した。なお、Tannerella 
forsythia は release 7.7 では Tannerella forsythensis と記載されて
いるが、”Tannerella forsythia (formerly Tannerella forsythensis)” と表
記している報告も見られることから両方を記載した。

した調査では、45 歳以降の患者における抜歯の約

60％は、歯周病を原因とするもの 2） とされる。

2.　歯周病細菌とはどのような細菌か

　歯周ポケットの内部は、酸素分圧が低く、さらに

浸出液から供給される血清タンパクの豊富な環境で

あるため、これらをエネルギー源とするグラム陰性
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図 1　口腔細菌の共凝集と定着の時間空間モデル（Kolenbrander らの図 6）を改変）
 口腔細菌の歯面への定着は、初期定着菌、特に連鎖球菌（Socransky らの分類群 10）で yellow complex に属する Streptococcus oralis, 
S. mitis, S. gordonii, S. sanguis）の獲得被膜の唾液由来のタンパクへの結合で開始される。細菌は様々な種類のアドヘシンとそのレ
セプターを介して共凝集することで歯面にコロニーを形成する。異なる菌種は、新たなアドヘシンによってまた別の種類の細菌
の定着を促す。連鎖球菌に結合して定着する初期定着菌には、blue complex に属する菌種 (Actinomyces israelii, A. naeslundii) および
green complex に属する Eikenella corrodens, Capnocytophaga ochracea, C. gingivalis, C. sputigena、あるいは未分類の菌種（Propionibacterium 
acnes, Haemophilus parainf uenzae, Prevotella loescheii, Veillonella atypica, P. denticola）などがある。Orange complex に属する Fusobacterium 
nucleatum は、初期定着菌と後期定着菌の凝集の橋渡し役として機能する。Red complex に属する Treponema denticola, Tannerella 
forsythia, Porphyromonas gingivalis は、それぞれ相互に、また F. nucleatum と凝集する。
　細菌の色は、Socransky らの歯周病関連細菌の分類群に従い、red, orange, blue, green, yellow complex に属する菌種をそれぞれ
赤色、橙色、青色、緑色、黄色で表し、分類できないものは灰色で表示した。また、細菌の持つアドヘシンをそれぞれ多辺形また
は半円形で、そのレセプターを円弧または線で表した。
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表２　これまでに血清抗体価を測定された歯周ポケット細菌の口腔外分布

————————————————————————————————————————
    　　　相同性をもつクローンの存在比率 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　————————————————————————
種  Acc #  　食　　道 　腸　　管 　肺炎肺胞 
　　　　　　　　　　　　　　　　——————　　——————　　———————
    99 97 99 97 99 97
————————————————————————————————————————
Ai  X82450      
An  M33911      
Av  X82453      
Av NCTC 10951 NR_026228    0.008  0.062  0.094 
Aa ATCC 29522 M75036      
Aa ATCC 29523 AY362885      
Aa ATCC 43718 AY362884      
Aap  M75041   0.013     
Ami  M59059      
Cc  L04322   0.486     0.125 
Cg  L04320     0.016   
Cr  L04317      
Cg  X67608  0.027  0.054    0.031  0.281 
Co  U41350       0.125 
Cs  X67609  0.054  0.054    0.592  1.309 
Ec FDC 1073 M22515   0.054     0.499 
Ec FDC 373 M22513      
Eco  J01695  0.027  0.027  0.008  0.008  0.031  0.031 
Fb  U13038       0.031 
En  U13041      
Fna  X55404    0.008  0.079   0.031 
Fnf  X55403      
Fnn  X55401   0.310     1.185 
Fnp  X55402       0.031 
Fnv  AJ006964 0.040  0.701  0.063  0.468  0.873  1.933 
Mm  AF542231 0.040  0.135  0.040  0.040  0.312  0.436 
Mt  U13042  0.013  0.121     0.281 
Pg  L16492   0.526     2.026 
Pd  L16467   0.027     0.125 
Pi  X73965  0.162  0.202     0.499 
Pl  L16481       0.062 
Pm  L16469   1.362   0.024   2.089 
Po  L16480   0.013     
Ssp  AF287793      
Se  DQ870740      
Ss  AF003928 0.040  2.657  0.008  0.159  0.187  2.774

食道遠位端粘膜表面 44)（食道と略す）、腸内細菌叢 45)（腸管）、および嚢胞線維症患者で肺炎を併発したものの肺胞洗浄液 46)（肺炎肺胞）
から作製された 16S rRNA クローンライブラリ（配列解析されたクローン数はそれぞれ 7414, 12608, 3208 である）の中で、歯
周病細菌種の 16S rRNA 遺伝子配列（GenBank のアクセッションナンバー (Acc#)）と 99% 以上または 97% 以上の相同性を示すク
ローンが存在する割合（%）を示した。
　なお、菌種は以下のように略記した：Ai: Actinomyces israelii; An: A. naeslundii; Av: A. viscosus; Av NCTC 10951: A. viscosus NCTC 
10951; Aa ATCC 29522: Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522; Aa ATCC 29523: A. actinomycetemcomitans ATCC 29523; 
Aa ATCC 43718: A. actinomycetemcomitans ATCC 43718; Aap: A. aphrophilus; Ami: Atopobium minutum; Cc: Campylobacter concisus; Cg: C. 
gracilis; Cr: C. rectus; Cg: Capnocytophaga gingivalis; Co: C. ochracea ATCC 27872 Cs: C. sputigena; Ec FDC 1073: Eikenella corrodens FDC 
1073; Ec FDC 373: E. corrodens FDC 373; Eco: Escherichia coli; Eb: Eubacterium brachy; En: E. nodatum; Fna: Fusobacterium nucleatum subsp. 
animalis; Fnf: F. nucleatum subsp. fusiforme; Fnn: F. nucleatum subsp. nucleatum; Fnp: F. nucleatum subsp. polymorphum; Fnv: F. nucleatum subsp. 
vincentii ATCC 49256; Mm: Micromonas micros ATCC 33270; Mt: Mogibacterium timidum; Pg: Porphyromonas gingivalis ATCC 33277; Pd: 
Prevotella denticola ATCC 35308; Pi: P. intermedia; Pl: P. loescheii ATCC 15930; Pm: P. melaninogenica ATCC 25845; Po: P. oralis ATCC 
33269; Ssp: Selenomonas sputigena; Se: Staphylococcus epidermis JSC_AK8.2; Ss: Streptococcus sanguis
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スとし、Koch の原則を緩和するかわりに、歯周病の

発症や進行への関与を強く示唆する５つの条件（１．

症状と特定の細菌の相関が認められる、２．その菌

を排除すると症状が好転する、３．ヒトの歯周炎の

病巣から分離した菌を無菌ラットなどに感染させる

と、歯周炎が引き起こされる、４．歯周炎患者では、

その菌に対する免疫応答の亢進が認められる、５．

ヒトの歯周炎から分離した菌が、歯周炎の発症と進

行に関与する潜在的な病原因子を持っている ) を満た

す細菌を、限りなく歯周病原性細菌 (periodontopathic 

bacteria）に近いが真のそれとは区別する意味合いで

歯 周 病 関 連 細 菌 (periodontally-associated bacteria)

と呼ぶことを提唱した。DNA-DNA hybridization 法で

これらの細菌を歯周病の増悪への関与の度合いにち

なんで、色わけ（赤、橙、黄、青、緑）されたグルー

プに分類すると、最も病原性が高い red complex には、

Porphyromonas gingivalis、Tannerella forsythia、Treponema 

denticola が含まれる（図 1）。これらの菌種は直接歯

面には定着できないため、歯面への定着は早期定着

菌群に依存している。

3. 抗体産生の個体差を生じる宿主の要因

　歯周炎患者の歯周ポケットに生息する細菌の種類

には個体差が大きいことがうかがわれ、部位によっ

て、また時間経過や病状の進行にともなってそれら

がどのように変化するかについて、難培養菌を含め

た包括的な動態はいまだ不明である。ひるがえって、

ある菌種に対する血清抗体を、それほど遠くない過

去の感染の証拠と考えてよいのであれば、血清抗体

価は歯周ポケットにおける感染のバイオマーカーと

して有用であると考えられる。そこで、歯周組織へ

の感染によって生じる体液性免疫応答に個体差をも

たらす宿主側の要因について展望してみたい。

１）マクロファージによる細菌の貪食・消化と抗原

ペプチドの交差反応性

　マクロファージによって貪食された細菌は、食胞

内で殺菌され、さらに構成タンパクはエンドペプチ

ダーゼ、ついでエンドソームプロテアーゼによる分

解を受けてアミノ残基 10 〜 30 個程度のオリゴペプ

チドに分解される 11）。

　分解オリゴペプチドは、必ずしも菌種特異的なペ

プチドばかりではない。特に細胞の生存に必須の

house keeping 分子の機能領域では、系統的に離れ

た菌種間でも、あるいは原核生物・真核生物間でも

アミノ酸残基の配列の相同性が高いことが多いとさ

れる。このような「保存された」アミノ酸配列領域

に対する抗体が産生されると、異なった菌種の保存

された配列領域とも結合する可能性が生じる。この

ような反応性を交差反応性とよび、それに関わる抗

原と抗体をそれぞれ交差抗原と交差抗体と呼ぶ。こ

れらの交差抗原は、アミノ酸配列で規定されるので、

マクロファージ食胞内でプロテアーゼによって分解

された菌体成分の断片にも、また抗体価を測定する

ために調製されるクルードな菌体破砕物や遺伝子工

学的に生産されたタンパク分子の配列の一部として

も含まれる可能性がある。ヒト細胞においてはこれ

らの分子は通常は細胞の中に封じ込められていて、

免疫系に認識されることはまれであるので免疫寛容

が成立しておらず、細菌感染によって産生された抗

体が自己の交差抗原と反応することで自己破壊にあ

ずかる抗体として働く危険性がある 12）。

このような細菌の貪食ならびに抗原提示は、歯周ポ

ケット近傍で起こっていると考えられる。しかし最

近、歯周ポケットの細菌が血行性または唾液などに

よって、全身の臓器に播種される危険性 13）が指摘さ

れるようになってきた。口腔外の臓器に到達した歯

周病細菌はその部位において免疫応答を引き起こす

可能性があるが、ヒトにおいて直接証明された研究

は見当たらない（後述）。

　歯周炎局所から分離回収した抗体産生細胞にin vitro

で抗体を産生させ、その認識抗原を調べることので

きる ELIspot 法を用いた研究によると、ヒト炎症歯周

組織から分離したプラズマ細胞は IgG または IgA 抗

体を産生し 14）、歯周病細菌 (Porphyromonas gingivalis)

を経口または経皮免疫した実験動物では末梢血単核

球ならびに腸間膜リンパ節などにもそれぞれ IgG ま

たは IgA 抗体産生細胞が出現する 15）という。すなわ

ち、抗体産生は感染巣近傍の歯周組織ならびに所属

リンパ節などで起こっていると考えられる。

２）マクロファージによる抗原提示と T 細胞による

抗原認識

　細菌のオリゴペプチドは、抗原分子として Human 

leukocyte antigen (HLA) クラス II 分子のグルーブに

結合してマクロファージの表面に現われ、T 細胞上

永井　淳　歯周病細菌に対する抗体価検査
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の T 細胞レセプターによって認識される 16）。この際、

HLA クラス II 分子のアミノ酸配列には個体差がある

ので、結果として抗原分子と HLA クラス II 分子と

の結合親和性には個体差が生じると予想されている。

すなわち、ある抗原分子のT細胞への提示されやすさ、

すなわち抗原としての認識のされやすさに個体差が

あり、それは結合親和性にもとづいて解析できる可

能性がある。

　分子レベルで直接 HLA クラス II 分子と歯周病細菌

の抗原エピトープとの結合親和性を検討した研究はな

いが、筆者らのグループの力丸は末梢血 T 細胞を、あ

らかじめ歯周病細菌生菌を貪食させた単球（マクロ

ファージ前駆細胞）とともに培養した時のメモリー T

細胞の形質をもつ細胞画分の増加が、有意に高い個

体と有意に低い個体に分けられることを見出した 17）。

この有意に高い反応性を持つ個体の HLA 遺伝子型

(HLA-DRBl ＊ 1401， DRBl ＊ 1501， DQBl ＊ 0503，

DQBl ＊ 0602) は、侵襲性歯周炎患者に高頻度に見ら

れる HLA-DQ 遺伝子型 18）と一致していた。それらの

型の HLA-DQ β鎖の一次構造は、抗原エピトープを

結合するグルーブを形成している 57 番目にアスパラ

ギン残基、70 番目にグリシン残基を持つという、他

の HLA-DQ 遺伝子型には見られない特徴をもってい

る 18）。このことは、特定の抗原エピトープと HLA-DQ

β鎖との結合親和性、すなわち特定の抗原の免疫認識

が侵襲性歯周炎という特異な歯周病の発症と進行とに

関わっている可能性を示唆するものかもしれない。

３） 抗原認識 T 細胞のタイプ２ヘルパー T 細胞への

分化とタイプ２サイトカインの産生

　T 細胞レセプターで抗原認識した T 細胞の活性化

にはいくつかのアクセサリー分子ならびにマクロ

ファージの産生分泌するサイトカインが必須とされ

る。抗体産生の不全が見られる先天性免疫不全症の

なかには、これらのシグナルの受容伝達の障害で引

き起こされると考えられているものがある。また、

体液性免疫応答の成立を促進するタイプ２ヘルパー T

細胞 (Th2 細胞 ) への分化に際して、IL-4 などのタイ

プ２サイトカインの一部がタイプ１サイトカインと

拮抗的に作用することが知られている。

４）タイプ２サイトカインによる B 細胞の抗体産生

細胞への分化促進

　タイプ２サイトカインによって、B 細胞の増殖なら

びに抗体産生細胞（形質細胞）への分化が促進される。

B 細胞のイムノグロブリン遺伝子が体細胞遺伝子組み

換えを起こした時点で、イムノグロブリン遺伝子中

で抗原認識部位をコードする超可変領域の塩基配列

は固定され、認識抗原は決定されている。B 細胞が産

生する抗体が結合するエピトープは B 細胞エピトー

プと呼ばれ、抗原分子上では T 細胞レセプターの認

識する T 細胞エピトープに近接している。

５）形質細胞による抗体の産生・分泌のダイナミクス

　炎症歯周組織が歯周病細菌に対する抗体を産生す

る場である証拠として、ヒト歯周炎組織のプラズマ

細胞は IgG または IgA 産生細胞であること 14）や歯

肉溝浸出液 (GCF) の抗体濃度は血清よりも２倍高い
19）ことが挙げられてきた。感染防御に必要な抗体を

感染局所の近傍で調達することは合目的ではあるが、

感染源に接近した場は、細菌の代謝産物や産生物質

などによる宿主細胞機能の修飾を受ける危険性 20）21）

を持った場でもある。末梢血抗体の主要な供給源が

炎症歯周組織のプラズマ細胞であるかどうかについ

て考察する材料となる研究は見当たらない。毛細血

管からの滲出機転が旺盛な炎症歯周組織においては、

プラズマ細胞が産生した抗体は GCF とともに組織外

に洗い流される可能性が高い。末梢血の抗体は歯周

ポケットよりも中枢寄りのリンパ節で産生されたも

のと考えるほうが妥当であろう。筆者らのグループ

の原田 22）は、マウス歯肉溝に P. gingivalis を定着させ、

3 週以降から接種菌超音波抽出画分に対する IgG 抗体

価の有意な上昇と接種部歯肉の結合組織中の B 細胞

(CD20 ＋ 細胞 ) の有意な増加を認めている。実験的歯

周炎動物モデルの結果と、前項で紹介した報告と合

わせて考察すると、歯周組織からの感作は、選択的

に IgG 抗体の産生を誘導しているのでむしろ経皮免

疫のそれに近いようである。

　抗体の検出によってどのくらい過去にさかのぼっ

て感染の履歴を調べることができるかを考える上で、

活性化したプラズマ細胞が抗体を作り続ける期間な

らびに産生された抗体が末梢血から消失する半減期

が重要な手がかりとなる。前者については、in vitro

で活性化させた末梢血単核球中のＢ細胞の IgG 産生

量は培養 16 日目を境に急速に減少する 14）ようであ

る。後者の IgG の生物学的な半減期は 23 日 23）とさ
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れている。

　理論的に考えると、何らかの処置によって歯周病

細菌を完全に除去することができたとしても、それ

までに活性化されたプラズマ細胞は約 2 週間抗体産

生を続け、抗体産生が終息した後の末梢血抗体価は

半減期約 3 週間で減少していくので、もとの抗体価

の 1/8 に低下するのは処置後 11 週目ということに

なる。しかし、このような予想を完全に裏切るよう

なエビデンスが、Ebersole ら 24）によって報告され

た。すなわち、歯周ポケット細菌叢を除去する治療

（歯肉縁下スケーリング）の後、血清抗体価は一過性

に上昇し、2~ ４か月後のピークの後７か月くらいか

けて治療前のレベルに戻ると報告している。この抗

体価上昇は、治療による歯周病細菌の菌血症がブー

スター効果を示す根拠と考えられてきた。臨床的に

は、歯肉縁下スケーリング後の歯周組織の炎症は 1~

２週後には軽減するので、2~4 か月後に向けて抗体

産生が亢進するのは、歯周ポケット以外の部位での

感作が増加したとでも考えなければ理屈に合わない

のであるが、この報告においては、抗体価上昇の見

られる菌種の歯周ポケット内残存が確認されており、

治療後も細菌感作が持続していることになる。また、

７か月後の IgG 抗体価は半減期を２１日として計算

すると 1/1000 になるはずなのに、この報告での抗

体価のピーク値と７か月後の抗体価レベルとの比は

10 倍程度である。この研究の結果は、抗体価検査が

治療効果の判定に有用であるとの結論には結びつか

ない。むしろ歯肉縁下スケーリングにともなう歯周

病細菌の菌血症は、全身に想像以上に持続的なイン

パクトを与えると考えるのが妥当であろう。Sjöström 

ら 25）は、侵襲性歯周炎（急速進行性歯周炎）患者で

治療前の抗 A. actinomycetemcomitans 抗体価の高い患者

群と低い患者群に分け、治療 6 か月、12 か月後の血

清抗体価ならびにオプソニン活性を調べている。

　外科処置にともなう血清抗体価がどのように推移

するかは、歯周ポケット細菌の血行性全身播種とそ

れにともなうリンパ器官での抗体産生の様相をうか

がう絶好のモデルとなるが、現在にいたるまで、歯

周治療（感染源除去）にともなう抗体価の変動を追

跡した研究はなされていないように見受けられる。

６）抗体の細菌への結合と作用

　様々な免疫不全症患者の細胞・分子レベルでの病

態の解明が進み、免疫機能が歯周病の発症と進行と

にどのように関わるかが浮き彫りにされるように

なった (Dumitrescu と Kobayashi による総説 26）を参

照 )。特に好中球機能不全症（たとえば周期性好中球

減少症のような細胞数の異常から、遺伝性接着因子

欠損症のような機能発現に必須の分子の変異にとも

なう機能異常まで含まれる）では、総じて早期に発

症し進行の激しい侵襲性歯周炎に類似した病状を示

すこと 27）が観察され、また全身的には免疫不全の症

候を示さない侵襲性歯周炎患者の約 70% で好中球機

能の低下が見られる 28）とされている。これらを総合

すると、歯周ポケットにおける感染防御の主役は好

中球であると推察して差し支えないであろう。

　好中球が効率良く歯周病細菌を貪食し、殺菌する

には、細菌膜上の抗原に抗体が結合していることが

必須である。IgG には heavy chain の構造の違いによっ

て IgG1~IgG4 の４つのサブクラスがあり、とりわけ

好中球の Fc γレセプターとの結合親和性が高いのは

IgG1 や IgG3 抗体である 29）30）。これらのサブクラス

抗体は、細菌表面を抗体、さらに別経路によって活

性化された補体成分 C3bi によってコーティングし、

Fc γレセプターおよび C3bi レセプターを介した食細

胞の貪食を促進することから、オプソニン化抗体と

呼ばれる。

　抗体が感染防御にはたす機能には、オプソニン作

用の他に、溶菌作用（IgG3 は補体との結合性が高く、

補体の活性化を通じて、歯周病細菌の溶菌を起こす）

あるいは沈降作用（病原物質に結合し免疫複合体と

して沈降させる）があるが、上述のようにいずれの

機能も食細胞機能不全を補完することはできないの

で、歯周ポケット内での感染防御は限られたものと

考えてよいであろう。一方で、IgG1 と IgG3 の比率

が高い状態は、持続的な補体の活性化を引き起こし、

組織障害につながる危険性も指摘されている 30）。

　先述の歯周病細菌の HSP に対する抗体が自己 HSP

との交差反応によって自己抗体として機能する可能

性について、Maeda ら 31）は、人工合成したペプチド

を用いて歯周病患者血清の中の交差抗体のエピトー

プを突き止めたが、Tabeta ら 32）は、歯周病患者でこ

のような抗 HSP 抗体が産生されていることを見いだ

し、さらに Yamazaki ら 33） は歯周治療後全菌体抗原

に対する抗体価が低下する症例においても、抗 HSP

抗体価は低下しないことを明らかにした。歯周組織
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の細菌感染によって引き金を引かれた免疫応答は、

もとの感作源が消失した後にも、別の交差抗原が存

在する限り終息しないことを示すのかもしれない。

４．歯周病細菌に対する抗体価をどのようにして測

定するのか

　抗体価を測定するためには、固相に抗原分子を結

合し、それに抗体を結合させ、さらにその抗体に何

らかの標識をつけてその標識を定量する方法がとら

れる。ここでは、抗体価測定によく用いられる免疫

酵素測定法（ELISA 法）の原理を Voller ら 34） の記載

にもとづいて、筆者ら 35）の経験をまじえて紹介する

（図 2）。

　抗原の固相化は、アルカリ性に調製された重炭酸

ナトリウム緩衝液に溶解した抽出抗原液を用いて行

なう場合が多く、抗原分子はポリカーボネート樹脂

製のマイクロタイタープレートの、それぞれの測定

用ウェルの底面および側面に吸着される。タンパク

質の吸着を高めるために表面にコーティング処理を

行ったプレートもある。先述した各種病原因子や酵

素などのタンパク分子、DNA、RNA、あるいは LPS

リポ多糖など、生化学的な性状の異なる分子がどの

程度吸着されているのかについては不明の点が多い。

なお、安定した抗体価測定のためには、被検抗体量

に比較して大過剰量の抗原が固相化されている必要

がある。

　次に、適切な濃度に希釈したスタンダードの血清

または被検血清をウェルに加えて固相化した抗原に

結合させる。この際に抗体がウェル表面に直接吸着

される ( 非特異的結合 ) と、バックグラウンドが高く

なる。これは、測定される抗体量は、抗原特異的に

結合した抗体量と非特異的結合した抗体量の和とな

るためで、バックグラウンドを回避するために、さ

まざまなブロッキング剤を用いる。筆者らの開発し

た方法では、コーティングバッファーに牛血清アル

ブミンを添加するとともに、血清を希釈する反応バッ

ファーならびに洗浄バッファーに界面活性剤 (Tween 

20) を加えることで良好な結果を得た 35）。

　次に、固相化抗原に結合させたヒト IgG の Fc 部

分に特異的に結合する二次抗体を準備する。たとえ

ばヤギまたはウサギ由来の抗－ヒト IgG-Fc 抗体を

何らかの酵素で標識しておくと、固相化抗原に結合

したヒト IgG の Fc 部分を酵素標識することができ

る。結合する酵素の数は、ヒト IgG の分子数に比

例するので、この酵素の活性を測定することで化学

量論的に歯周病細菌の抗原分子と特異的に結合した

ヒト IgG の分子数を知ることができる。そこで、こ

の酵素活性、またはその測定値に何らかの処理を

施して、抗体価として表現する。標識酵素の基質

で、反応産物が有色になるようなものを選んで、光

電比色計で定量を行う。代表的な標識酵素として

は、alkaline phosphatase があげられ、反応基質とし

て p-nitrophenylphosphate を用いると、黄色の反応

産物を生じ、405 nm で比色定量できる。他に horse 

radish peroxidase を用いることも可能である。今日

では一連の反応および比色測定までを効率よく行う

図 2　Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 法による歯周病細菌に対する抗体価測定系
ELISA 法による抗体価測定の原理は、固相化された抗原に結合させた抗体に、酵素標識抗体を結合させ、
その酵素活性を適当な基質の分解産物量として比色定量することで、抗原に結合した抗体の量を定量す
ることである。検査目的に応じて、様々な菌種、調製抗原、試料、標識抗体の組み合わせが用いられて
きた（本文参照）。
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ために、96 穴マイクロタイタープレートならびにプ

レートリーダーのシステムが普及している。臨床検

査システムとしては、以上の反応系を最適化し、幅

広い値域の抗体価を高精度かつ再現性よく測定でき

る系を構築することが求められる。

　抗体価検査のバリエーションとしては以下のよう

なものがある（図 2）。

1） 抗原

（1）用いる菌種

　これまでに用いられた菌種は、既に述べた通り

である。指尖末梢血血漿を用いる検査システムで

は、Aggregatibacter actinomycetemcomitans、Eikenella 

corrodens、Prevotella intermedia、 お よ び Porphyromonas 

gingivalis をターゲットにしている。

（2）抗原の調製法

a. 全菌体の超音波破砕物

　グラム陰性菌には細胞膜の外側に内膜、外膜とい

う二重の膜があり、外膜には抗原性の高いリポ多糖、

膜タンパクなどが存在する。大量培養の可能な細菌

ならびにその産生物に対する抗体の産生を網羅的に

測定する目的においては、抗原に菌体の破砕物を用

いる場合が多い。まず標的菌を大量培養し、集めた

菌体を破砕し、粗抽出抗原とする。破砕方法としては、

超音波ホモジナイザーなどを用いる物理的な方法や

界面活性剤を用いる方法が使われてきた。これらの方

法は、基本的には菌体内部のタンパク質や核酸を抽出

するために用いられるものであるので、粗抽出抗原に

は、先述の菌体外のリポ多糖、膜タンパクなどのほか、

菌体細胞内のタンパク分子、染色体 DNA、リボソー

ム RNA など多種多様の菌体成分を含む。

　これらの粗抽出抗原を超遠心 (12,000rpm、10~20

分 ) し、比較的高分子の細胞膜成分などを沈降させ、

その上清を用いると細胞質内および細胞膜の比較的

低分子の抗原を網羅できる 36）と期待される。しかし、

実際には培養条件などの違いで、転写される遺伝子

には違いがあることが知られ、含まれる抗原物質の

種類や組成に違いがあると予想されている。この抗

原標品の品質は、ゲノム解析の終了した細菌種に限っ

ては、ゲノムワイドな遺伝子発現 37）の面から管理さ

れるようになると期待される。

b. ホルマリン固定した全菌体

一方で、生きた細菌体に結合する抗体は、菌体外膜

上の分子をターゲットとすると考えられる。そのた

め、歯周ポケットの中でターゲット菌種の排除に役

に立つ抗体を測定する目的においては、菌体表層

タンパクを選択的に抗原として用いるのが妥当で

あるとも考えられる。Ebersole らのグループでは、

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 抗 体 価 を 測 定 す

る一連の研究でホルマリン固定した菌体をそのまま

コーティングする方法 38）を用いていた。

c. 分画した粗抽出抗原

　大量の粗抽出抗原をクロマトグラムで分画し、こ

れらを抗原として抗体価を測定することも可能であ

る。分画した抗原をメンブレンに転写し、抗体と反

応させる手法（ウエスタンブロット法）では、様々

な分子量の抗原に結合する抗体を視覚化することが

可能 39）である。そのまま臨床検査に導入することは

煩雑すぎて難しいのであろうが、適切に分取・単離

した抗原を用いて抗体価を測定することができる。

d. 組み換えタンパク

　難培養菌であっても、ゲノム塩基配列が解読され

ている細菌については、任意の遺伝子の組み換えタ

ンパクを遺伝子工学的に大量生産することが可能で

ある。また、交叉抗原性が少ない領域の組み換えタ

ンパクを用いて、切れ味のよい抗体価測定系を構成

することも今後の課題であろう。

2） 試料

（1）血清

　これまでの研究では、末梢血から調製した血清を

試料として用い、IgG 抗体価を測定したものが多い。

感染菌に対する体液性免疫応答を個体単位で把握す

るのに適当な方法であると考えられる。

（2）血漿

　検査の簡便化を図るために指尖血から採取した血

漿を測定試料とする抗体価測定キットが用いられる

ようになってきた。血漿は末梢血に抗凝固剤を添加

後血球成分を除いたものであるため、血清（血液を

凝固させ、血球成分やフィブリンは血餅として除去

される）と比べるとフィブリン含有量が高く、抗凝

固剤を含んでいる。同一個体の末梢血血清と指尖血

漿を用いて歯周病細菌に対する抗体価を比較したと

ころ、両者の抗体価は比例関係にあるという 40）。こ

の結果から判断すると、フィブリンや抗凝固剤によ
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る著しい抗原抗体反応の阻害は起こらないようであ

る。

（3）唾液および歯肉溝滲出液 (GCF)

　唾液は、分泌型の IgA 抗体、および歯肉溝・歯周

ポケットから滲出した GCF 中の IgG 抗体を含むので、

これらをまとめて整理する。唾液は検体として採取し

やすいことから、抗体価のスクリーニング検査を大規

模に実施する場合には有利である。IgA は細菌の接着

分子などに結合し、それらの凝集を制御することか

ら、病原性の強い菌種を歯面から排除したり、低抗

原性・低病原性の共生菌種を歯面へ選択的にリクルー

トする分泌型抗体として機能する可能性 41）が指摘さ

れている。また、歯肉に炎症症状を持つ患者では、唾

液中に潜血として微量の血液が含まれ、GCF 量も増

加することから、IgG 抗体の含有量が増えると想像さ

れる。一方で、IgG は唾液中のプロテアーゼによる分

解を受ける危険性もある。

　GCF は、歯周ポケットごと、すなわち歯ごとに採

取できるので、体液性免疫応答の部位特異的な動態を

知ることができる。同じ被験者の、歯周炎に罹患し

た歯と健康な歯の GCF 抗体価を比較することで、慢

性炎症病巣の維持に関わる免疫応答を特定できる可

能性がある。たとえば Naito ら 42）は、採取量を測定

して等倍に希釈したサンプルを用いて３菌種の抗体

価を測定しているが、その採取量は数 µl のオーダー

であるため、測定菌種数を増やすためには測定系の

スケールダウンが必要となるのであろう。

3）２次抗体

（1）抗 - ヒト IgG、抗 - ヒト IgA、抗 - ヒト IgM、抗 -

ヒト IgE 酵素標識抗体

　別のクラスのイムノグロブリンに対する交差反応

が生じないようにする必要がある。このためには、ク

ラス特異性の高い酵素消化断片を用いてヤギやウサ

ギなどに免疫して作成されたポリクローナル抗体を

用いるとよい。

（2）抗 -IgG サブクラス酵素標識抗体

　IgG に は heavy chain の 構 造 の 違 い に よ っ て

IgG1~IgG4 の４つのサブクラスがある。Fc 部分の構

造も異なり、IgG1 は食細胞膜上の Fc γレセプターと

の結合親和性が高いことからオプソニン化抗体とし

て機能しやすく、また IgG3 は補体との結合性が高い

ので補体の活性化に有利であるとされる。それぞれ

に特異的な標識抗体を二次抗体として用いると、こ

れらのサブクラス抗体を分別定量することができる。

（3）抗 - 分泌型 IgA 酵素標識抗体

　IgA は J 鎖を結合しており、酵素消化などに抵抗

するため分泌液中でも機能を失活しにくい。そこで J

鎖に特異的な二次抗体を用いると分泌型 IgA 抗体を

定量できる。

4） 抗体価の表現法

（1）Endpoint titer

　被検血清を段階希釈し、有意な反応が得られなく

なる希釈倍数をもって抗体価として表現する手法で

ある。すべての被検血清を段階希釈しなければなら

ない煩雑さがあり、測定の「ハイスループット化」

には不向きなので、今日ではほとんど用いられるこ

とはない。

（2）ELISA unit

　分解基質量の光電比色によって半定量的に測定さ

れた酵素活性の実測値には、測定較差が存在する。

較差を生じる原因には様々なものがある。たとえば、

測定プレートに加える抗体溶液や基質液の量の誤差

などはウェル単位の較差を生むが、これはマイクロ

ピペットの操作に習熟するか、ピペッティングロボッ

トを使用することで回避されるであろう。また、初

期のプレートリーダーには、測定するウェルの位置

によって測定値の較差が生じることが経験的に知ら

れていたため、最外側のウェルは測定には使用しな

いことが推奨されたこともある。同一測定プレート

上、あるいは同時に反応を行う測定プレート上では

均一であるが、測定日の異なる測定プレートとの間

では較差を生む要因としては、酵素反応の温度・時間、

基質濃度の誤差などがあげられる。これらの、厳密

には再現できない条件の違いによって測定値は変動

する可能性がある。そこで、標準となる血清をストッ

クしておき、測定ごとにそれの段階希釈した血清を

加えて測定を行い、その「検量線」にもとづいて検

査の条件に左右されない抗体価を算出することがで

きる。

　たとえば、被検血清の希釈は 3,200 倍に固定し、

その測定値が 3,200 倍希釈した標準血清と同じなら
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ば、被検血清の抗体価を 100 ELISA unit(EU）と定義

する。正確には、（抗体価）＝ 100 × ( 被検血清の希

釈倍率 ) ／ ( 同等の測定値を示す標準血清の希釈倍率 )

で定義する。たとえば、12,800 倍希釈の標準血清相

当なら 25 EU、5 倍希釈の標準血清相当なら 64,000 

EU となり、標準血清の段階希釈系列の範囲内であれ

ば定量的な測定が可能である。ただし、このような希

釈範囲内においても、固相化抗原に結合する抗体の量

は、血清濃度に対してシグモイドカーブを描くので、

単純な回帰直線を仮定すると、測定値の両端で誤差が

大きくなる。筆者ら 35）は、標準血清の段階希釈から

得られた実測値を log-logit 変換して回帰直線を計算

することで、被検血清の抗体価を精度よく求められ

る範囲を拡張したが、現在ではマイクロプレートリー

ダーにこのようなデータ処理のプログラムが内蔵さ

れていることが多い。

　測定値の信頼性を担保するためには、抗体価の

「メートル原器」に相当する標準血清の確保と較正が

重要である。筆者ら 35）が測定系をスタートするにあ

たっては、３人の歯周組織の健常なヒトの血清を混

合して最初のロットを作成した。その後最初のロッ

トとの較正を行ったロットが次々と作成され、用い

られてきたので、２０年前と現在の抗体価を EU で比

較することが可能である。

（3）いわゆる「偏差値」表現と正常値域の設定

　EU で定量的に表現された同一菌種の抗体価は、経

時的な比較が可能であるが、測定菌種間での比較が

難しい。この原因は、EU の値の分散が標準化されて

いないためである。そこで、正常値域から何 SD 離れ

ているか、いわゆる「偏差値」表現を行うと、測定

菌種を網羅した抗体価の変動が理解しやすくなる 40）。

しかし、その標準偏差は健常者のデータから計算され

るので、測定数が増加して標準偏差が改訂されると、

偏差値が変動してしまう点に注意しておく必要があ

る。

5. 歯周病細菌に対する抗体価から何を読みとるか

　初期の歯周病細菌に対する血清抗体価の研究は、特

定の歯周病病型の患者群で特定の歯周病細菌種に対

する血清抗体価が上昇し、その程度は臨床症状の重

篤さに相関すること、また歯周治療によって減少す

ることを想定した 43）ものであった。歯周治療後に血

清抗体価が必ずしも低下しない 24）25） ことを除外すれ

ば、概ねこの想定は患者群においてあてはまるもの

であったと考えられる。しかし、抗体価検査は、歯

周ポケット内の感染を診断したり、疾患の進行と治

療への反応を予測するための生物マーカーとして「個

の歯周治療」に応用されるには到っていない。それ

どころか、現在の歯周治療の体系は、細菌検査や抗

体検査を用いることなく完結していて、どのような

菌が感染しているかということは、診断においてほ

とんど顧みられない。

　細菌検査や抗体検査を用いることなく歯周治療を

体系化し完結させた先人の実績を認めた上で、なお

抗体価検査を導入しなければならない必然性と妥当

性を各界に示すことが必要になる。そのために不足

しているのは何かを考察することで、抗体価検査の

将来を展望したい。

１）歯周ポケット細菌の全身へのインパクトを表す

生物マーカーとして捉える

　血清学的な診断は、結果（ある菌種に対する血清

抗体価の上昇）から原因（その菌種の歯周組織での

感染）を推測する作業である。ここには 2 通りの誤

り（偽陽性または偽陰性）が生じる可能性がある。

これらの誤りが実際にどの程度起こるかは、歯周炎

患者と歯周組織健常者の抗体価を測定することで検

定できる。しかし、現在用いられている抗体価測定

システムにおける実績は公表されていない。そのた

め、健常者の抗体価平均値よりも 3SD 高い（抗体価

が３）被験者を、歯周病患者であると誤診する（偽

陽性）確率、あるいは健常者の平均値と同じ値を示

す歯周病患者を健常であると誤診する（偽陰性）確

率は不明である。以前の報告 43）以後に集積された試

料の抗体価についてこれらの点が整理されることに

期待したい。その偽陽性または偽陰性例は、以下に

考察するように歯周組織あるいは全身の健康に関わ

る重要な被験者群である可能性が高く、そのような

個体を見つけるための検査として抗体価検査の意義

は大変説得力のあるものになると期待されるところ

である。

　偽陽性は、被検菌種が歯周ポケット内に存在しな

いのに、抗体価が上昇していることで起こる。異な

る菌種の感染が交差抗体の産生を引き起こしている

場合、あるいは歯周ポケットに生息していた菌種が
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歯周組織以外の組織に播種されて定着し、歯周ポケッ

トからは排除された後でも感作が持続している場合

が想定される。歯周ポケットを機械的に清掃して歯

周病細菌の排除に成功したにもかかわらず血清抗体

価が上昇したままのケースでは、歯周組織以外での

生存以外にも、宿主免疫応答の特性として交差抗体

の産生が衰えない背景があるかもしれない。

　これらの可能性のうち、歯周病細菌の歯周組織外で

の生存に関する検索の一部を紹介したい。生体細菌叢

の構成細菌種についての研究は、PCR 法を用いて増

幅した 16S rRNA 遺伝子断片のクローン解析の手法に

よって 2000 年頃から大きく進展した。これらの生体

の常在細菌叢あるいは病的細菌集団の 16S rRNA 遺伝

子ライブラリの配列データから、歯周病細菌の配列を

検索することで、それらの生息状況を精密に知ること

ができる。そこで、これまでに血清抗体価を測定さ

れた菌種が、口腔外の細菌叢または細菌集団の中に

存在する密度を表 2 に示した ( 表 2、未発表データ )。

なお、これらの口腔外の細菌叢または細菌集団の配列

データは複数の提供者の試料から作成された複数の

ライブラリのものをまとめたもので、試料提供者は、

血清抗体価被検集団とは全く関連がなく、歯周組織の

状態も不明である点に注意されたい。また、塩基配列

を比較して同定を行う場合には相同性 99％以上のも

のを同一菌種とするのが一般的であるが、歯周ポケッ

ト細菌の構成には個体差が大きいことを考慮し、判

断基準を緩和した相同性 97％以上の近縁種の存在比

率も表示した。

　食道遠位端 44） および肺炎肺胞洗浄液 45） には、

Capnocytophaga gingivalis、C. sputigena、Fusobacterium 

nucleatum、Micromonas micros、Mogibacterium timidum、

Prevotella intermedia、Streptococcus sanguis、 E. coli が見ら

れ、唾液に混入した口腔細菌を嚥下または誤嚥した結

果であることが示唆された。腸内細菌叢 46）では、そ

の種類が減少し、Fusobacterium nucleatum、Micromonas 

micros、Streptococcus sanguis、 E. coli のみとなり、胃の

酸性環境に耐えられる菌種のみが腸内細菌叢に侵入

することが示唆された。かねてから入院患者の肺炎に

口腔細菌が関与すること 47）が注目されているが、一

方制酸剤を投与した群では肺炎の発生リスクが高く

なること 48）が知られるようにもなってきた。制酸剤

投与によって胃での殺菌を受けにくくなった菌種が、

逆流などで気管に侵入する可能性を思わせられ、興味

深い。その一方、唾液の飛沫に含まれる歯周病細菌

が付着するであろう手指や上腕の皮膚 49）、あるいは

細菌性膣症の腟内細菌叢 50）や上顎洞炎 51）などに歯

周病細菌の存在を示唆するデータは見当たらない（表

には示していない）。これらの結果は、口腔外に播種

された歯周病細菌が、口腔外の常在細菌叢または病

的な細菌叢に定着する可能性を持つことを示し、定

着部位で免疫系に認識され抗体産生の引き金となる

可能性を示唆していると考えている。このような「偽

陽性」を逆用すると、末梢血抗体価を歯周ポケット

細菌の全身へのインパクトを表す生物マーカーとし

て捉えることができる。

2）　歯周ポケット細菌検査と組み合わせ、全身疾患

の超高リスク群を発見する

　一方、偽陰性のケースでは、歯周ポケットに生息

する細菌種に対する抗体価が低値にとどまることに

なる。歯周ポケットに感染していない菌種に対して

抗体価が低いことは当然であるから、偽陰性と陰性

とを鑑別するためには、別の手法を用いた確認試験

が必要である。この「偽陰性」は、歯周ポケットに

おける易感染性を示唆する所見であり、抗体価が上

昇するケースと比較して、予後がより不良になると

予測される。

　このことに関連して、単一病原菌の感染症ではあ

るが、抗体価が低いことが予後の診断に用いられて

いる好例を紹介したい。Helicobacter pylori に対する血

清 IgG 抗体価と血清ペプシノーゲン検査結果を組み

合わせると、個体の胃がんのリスクを正確に予測で

きることが知られるようになってきた。すなわち、

抗 - H. pylori IgG 抗体が陰性で血清ペプシノーゲン陽

性の個体群では、胃がん発生のリスクが極めて高い

（年間発症率 1.25%）のに、IgG 抗体陰性で血清ペプ

シノーゲン陰性の個体群では、胃がん発生リスクが

ほぼ０であり、IgG 抗体陽性群の胃がん発生のリスク

は中等度（年間発症率 0.1~0.25%）であること 52）が

報告されている。ここで注目したいのは、IgG 抗体陰

性というひとつの生物マーカーだけでは最も予後の

よい個体と最も予後の悪い個体が鑑別できないこと

である。消化管、特に胃の酸性環境で IgG 抗体が防

御の主役として機能しうるのかどうかについては疑

問があるが、おそらく IgG 抗体価と胃の潰瘍形成の

生物マーカーを組み合わせることで、「H. pylori に対
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する免疫応答ができない」特性を表す生物マーカー

になるのであろう。

　そこで、検出菌種を合わせた歯周ポケット細菌検査

を行い、それらの結果と組み合わせた場合の生物マー

カーとしての有用性について考察してみたい。

　細菌検査で検出された細菌（特にバイオフィルム後

期定着群の菌種）に対する血清抗体価が低値である場

合には、その菌種の好中球による排除が不全に陥りや

すいと予測される。このことは、好中球機能には低下

が見られない侵襲性歯周炎患者における感染抵抗性

の低下のメカニズムとなる可能性がある。さらに歯周

ポケットに生息する細菌が、菌血症あるいは誤嚥した

唾液によって口腔外の臓器に運ばれる 53）54）際に好中

球による捕食を受けにくく、菌体のクリアランス時間

が遅延することが予想される。冠動脈疾患患者では、P. 

gingivalis や A. actinomycetemcomitans に対する抗体価の

上昇と冠動脈疾患のリスクの高さが正の相関を示す
55）－ 58） ことが報告されているが、細菌検査と組み合

わせることで、冠動脈疾患や誤嚥性肺炎の超高リス

ク群を発見できる可能性が予想される。

3）　 宿主細胞レセプターに対する交差抗体を介した

全身疾患の増悪機序

　歯周病が全身疾患の増悪に関与する機序は、歯周病

細菌に対して産生されるサイトカインの面から説明

されてきた。細菌に対して産生される抗体の交差反応

が宿主機能を修飾して全身疾患の発症と増悪に関与

することを示した報告を紹介する。H. pylori 除菌によっ

て特殊なインスリン抵抗性の病態（Type B insulin 

resistance syndrome）が消失したとの症例報告 59）で

ある。この患者に生じたインスリン抵抗性の原因は、

インスリンレセプターをブロックする抗体であった。

H. pylori 除菌によってインスリンに対する反応性が回

復したことから、H. pylori 菌体成分に対する抗体がイ

ンスリンレセプターに交差反応性を持っていたと推

測されている。

　このような交差抗体が、歯周病細菌の感染によっ

て産生されることは確認されていないが、ヒト細胞

膜上のサイトカインレセプターや接着分子に対する

交差抗体が網羅的に検出されるようになって、それ

らの全身疾患への影響が明らかになれば、医歯連携

の中でこれらの交差抗体を消失させることを目的と

した歯周治療が求められるようになるに違いない。

6．結　語

　ヒトゲノム解読後の医療のあり方は、「早期段階で

その疾患の進行と治療への反応が予測できる」生物

マーカーを臨床応用することで、個を重視した医療

（Personalized medicine）へと変貌している。上述の

胃がん発症リスク 52）の他にも、薬剤の選択や副作用

を回避できる用量の決定に薬物代謝酵素の遺伝子型

が参考にされる（ストラテラ；日本イーライリリー株

式会社ウェブサイトの添付文書を参照されたい）よ

うになってきている。

　歯周病細菌に対する抗体検査は、歯周病細菌の菌血

症を生じない安全な検査である。一方で、その抗体価

は単純に歯周ポケット内での細菌の存在と結びつく

ものではなく、むしろ全身を単位とする細菌の存在を

示すものと考えなければならない。これは、抗体検査

を歯周治療のツールとして使おうとする立場から見

ると大変なデメリットであるが、全身の健康に及ぼす

歯周病のインパクトを予測する生物マーカーとして

位置づけるならば、未来の医療における本検査の価値

は、むしろこちらで評価されるべきではないかと考え

られる。歯周病の進行と治療への反応性を予測する生

物マーカーとしてだけではなく、さらに細菌検査と組

み合わせて、歯周病細菌の全身へのインパクトを把握

できる唯一の生物マーカーとして有用であることを

示すデータを蓄積することが重要であると考察した。

　歯周疾患と全身疾患を統合した病因論を、難培養

菌を含む歯周ポケット細菌を対象に構築することは、

21 世紀の歯周病学（あるいは口腔医学）の課題の一

つであると考えられる。そして、歯周治療もヒト細

胞上のレセプターに交差反応する抗体の消失を目的

とするような、全身を視野に入れたものに変わって

いくべきであろう。その際に、抗体価検査は、難培

養菌の検出検査とあわせて強力な生物マーカーとし

て利用されるに違いない。
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はじめに

　インプラントに関する研究は長い間、安定したオッ

セオインテグレーションを獲得するために、骨とイン

プラント体との接触・結合に重点が置かれてきた。い

わゆる成功率が格段と高くなった今日では、インプラ

ント体をより長期に安定させるための研究が望まれて

いる。インプラント長期安定のためには、生体に備わっ

た感染防御機構とインプラント体との関係、特に、初

期感染の場であるインプラントと口腔粘膜上皮との境

界部の感染防御機構に関する特性を理解する必要があ

る。しかしながら、同部の特性は未だに不明な点が多く、

研究も積極的に行われていないのが現状である。感染

防御機構には、生まれながらにして備わった自然抵抗

性（自然免疫）と獲得免疫がある。歯周組織で肉眼的

にみられる炎症状態では、通常、獲得免疫機構が作動

した状態であり、リンパ球の浸潤が多く、骨吸収に関

わる様々なサイトカインが放出されている。このこと

は、局所から全身への病原微生物の侵入を阻止すると

いう観点からみると有利な状態であるが、歯周組織局

所の状態だけをみると不利な状態といえる。そこで、

歯周組織およびインプラント周囲組織では、獲得免疫

が積極的に作動する以前の自然抵抗性による感染防御

が望ましい。本稿では、これまでの報告をもとにイン

プラント周囲粘膜部での自然抵抗性について、天然歯

でのものと比較しながら考察する。

歯周組織での自然抵抗性

　自然抵抗性は、自然免疫とも言われ、生まれながら

にして備わった自己の感染防御機構である。近年、自

然免疫というと Toll-like receptor や NOD-like receptor

を初めとした微生物の認識機構の上げられることも多

いが、本稿ではややマクロな視点から考えることから

自然抵抗性とう言葉の方が相応しいように考える。歯

周組織では、唾液、口腔上皮、歯肉滲出液が主として

自然抵抗性を担っている。唾液中には抗細菌性や抗ウ

イルス性のぺプチドやタンパク質として、ムチン、ラ

イソゾーム、ラクトフェリン、ヒスタチンなど様々な

ものが報告されており、これらが直接的に病原微生物

の増殖の抑制に働いている 1）。口腔上皮は重層扁平上皮

であり、感染への自然抵抗性として、角化や上皮重層

することによる生理的バリアー、上皮細胞自身が産生

するβディフェンシンやカセリシディンを初めとした

抗菌ぺプチドなどがある 2）。さらに、病原微生物にこれ

らの防御機構を乗り越えると好中球が浸潤し、主にそ

の貪食作用と放出される抗菌ぺプチドにより微生物の

破壊が試みられる。歯牙はこの口腔上皮を貫通するよ

うに存在しており、歯牙と上皮が接した部分は接合（付

着）上皮からなっている。同部からは好中球をたくさ

ん含んだ歯肉溝滲出液が流出している。

　唾液、口腔上皮、歯肉滲出液からなる歯周組織の自

然抵抗性で、インプラントと大きく異なっていると考

えられるのは、インプラント体が直接接する上皮の部

分すなわち、付着上皮の部分、さらにそこから流出し

ている歯肉溝滲出液であると思われる。

天然歯における付着上皮とインプント周上皮との違い

　インプラント周上皮の形態学的特徴について詳細に

観察した報告は少ない。動物の口腔内にインプラント

1）北海道医療大学個体差医療科学センター歯学部門

2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野

3）東京歯科大学臨床検査学研究室

37-39



38

を埋入しその形態学的特徴を詳細に観察した報告で

は、インプラント周上皮は天然歯に比べて脆弱で、封

鎖性にも乏しいことが報告されている。すなわち、イ

ンプラント周上皮は天然歯と同様にラミニン－５や

hemidesmosome 様構造によりインプラント体に付着し

ているがその幅は狭く 3）、インプラント周上皮の方が

付着上皮より透過性が高いとしている 4）。また、同部

の細胞のターンオーバーを比較したものでも、インプ

ラント周上皮の方が付着上皮に比べてターンオーバー

が遅く 5）、いずれにおいても、インプント周上皮は付

着上皮よりも感染防御や機械的刺激に対する抵抗性が

弱いものと考えられている。また、上皮細胞産生する

抗菌ぺプチドであるβディフェンシンやカセリシディ

ンは、扁平上皮細胞の分化に伴って発現することから
6）、低分化状態にある付着上皮ではインプント周上皮で

は発現が弱く、これらによる防御機構はあまり期待で

きないものと思われる。一方、獲得免疫の作動を行う

ランゲルハンス細胞の数は口腔上皮細胞間より、付着

上皮とインプラント周上皮での方が有意に多く、付着

上皮とインプラント周上皮では有意差がないとの報告

がある 7）。獲得免疫機構の作動に関しては、同様の条

件にあるものと考えられる（図 1）。

天然歯とインプラントにおける歯肉溝滲出液の感染防

御機構の違い

　歯肉溝滲出液の感染防御機構として、滲出液の流出

という物理的な作用による微生物や微生物由来の毒素

の侵入の阻止と、滲出液中に存在する好中球による抗

微生物作用が上げられる。天然歯とインプラントの滲

出液の性状を比較したものはみられるが、滲出液の量

を比較した報告はみられない。滲出液の量が毛細血管

の量と一致すると考えると、インプラント周囲軟組織

では、天然歯と同様の結果網が構築されるとの報告が

あることから 8）9）、滲出液の量も同様であることが推測

される。

　好中球は急性炎症の時により多く滲出してくるため、

滲出液中の好中球も急性炎症による結果と思われがち

であるが、無菌ラットの付着上皮中にも多数みられる

ことや 10）、付着上皮には好中球の遊走、接着に関わる

ICAM が強く発現していることから 11）、生理的に存在

していると考えられている。われわれは、肉眼的に炎

症所見を伴わない天然歯とインプラントの滲出液中に

含まれる好中球の量を、好中球の中の成分の 40% を占

めるαディフェンシンをターゲットとして計測した。

pilot study の結果ではあるが、両者に有意差はみられ

ないというものであった 12）。これを支持する結果とし

て、好中球の中に存在する抗菌ぺプチドの一つである

カルプロテクチンの、天然歯とインプラントの歯肉溝

滲出液について比較したものでは、両者に有意差はみ

られないとの報告がある 13）。また、前述のように、好

中球の遊走、接着に関わる ICAM は、付着上皮細胞で

強発現がみられるが、これに関連した報告で soluble-

ICAM-1 の滲出液中の濃度について計測したものがある
13）。ここでも天然歯とインプラントの歯肉溝滲出液中

の soluble-ICAM-1 の濃度に有意差がないとの結果であ

り、インプラント周上皮でも同様に ICAM の発現の強

いことが推測される。さらに、両者の滲出液の様々な

サイトカインの量を比較したものでは、IL-8 の量がイ

ンプラントの方が有意に高いとの報告がある 14）。IL-8

の働きの中で主要なものは好中球の遊走であることか

ら、このことも、肉眼的に炎症のみられないインプラ

ントに好中球が多数浸潤することを支持している結果

図 2　インプラント周囲の自然抵抗性（自然免疫）図 1　付着上皮とインプラント周囲上皮の比較
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と思われる。このように、インプラントの歯肉溝にお

ける好中球の量は天然歯と同様であろうと考えられる

が、その詳しいメカニズムについては未だ不明である

（図 2）。

おわりに

　本稿では、インプラント周囲粘膜部での自然抵抗性

（自然免疫）による感染防御機構は天然歯より劣ってい

るのか否かについて文献をもとに考察した。歯周組織

の感染への自然抵抗性を司っている主たるものは、唾

液、付着上皮またはインプラント周上皮、そして歯肉

溝滲出液である。一個人における唾液は、天然歯もイ

ンプラントも平等に防御するが、付着上皮またはイン

プラント周上皮、歯肉溝滲出液には概して違いがある。

インプラント周上皮は付着上皮より圧倒的に不利な条

件にあるようであるが、上皮間に存在する好中球の数

が同じで、歯肉溝滲出液の量やその中の好中球の数も

同じであることから、インプラントにおける歯肉溝滲

出液による感染防御機構は、天然歯のものとほぼ同様

であることが推測される。異物であるインプラントが

今日では、10 年 15 年以上口腔内に問題なく維持され

ることが多いのは、唾液や歯肉溝滲出液による自然抵

抗性が天然歯と同様に働いていることによるのではな

いだろうか。また、最近、全唾液中のαディフェンシ

ン量は、25 本以上残存歯のある人は無歯顎の人より有

為に多いとの報告がなされた 15）。唾液中のαディフェ

ンシンの量の大半が歯肉溝滲出液の好中球由来である

ことから 2）、インプラントの埋入により、αディフェ

ンシンの唾液中の量が増え、感染防御に有利に働く可

能性がある。これらのことを明らかにするために、更

なる研究が必要である。
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原　著

新規の口腔乾燥症診断用濾紙の開発とその応用

磯村治男 1)、松﨑紘一 1)、神田昌巳 1)、小川　優 1)、松沢耕介 1）、坂本　亘 1), 2)

1）北海道形成歯科研究会

2）藤女子大学 QOL 研究所

＊：〒 089-3334　北海道中川郡本別町北 2-1-5

TEL：0156-22-3519　FAX： 0156-22-3519　

e-mail: face@cocoa.ocn.ne.jp

抄　録

目的：口腔乾燥症は加齢や薬剤の服用、放射線治療、全身の水分代謝障害など様々な要因

により唾液分泌量の低下から惹起される疾患である。口腔乾燥症の早期発見、診断は、全

身および口腔の健康維持、増進にとって重要である。しかしながら、その診断法は操作の

煩雑性などから集団健診やチェアサイドでのスクリーニングに十分に活用されていない。

我々は簡便な診断濾紙、呈色反応からなる口腔乾燥症診断キットを考案し、実用化するこ

とを追求した。

方法 : 口腔乾燥診断濾紙はペーパークロマトグラフィーの原理とヨードデンプン反応を組

み合わせて作製した。診断は濾紙を口腔の舌下口底部に 2 分間挿入した後、発色液添加

による発色スポット数により判定した。

結果：チェアサイドで 49 人を対象にスクリーニングを展開したところ、発色スポット数

と唾液量に負の相関 (r ＝－ 0.73、P<0.001) を認めた。

結論：本キットが口腔乾燥症のスクリーニングに有用であることが証明された。

キーワード：unstimulated saliva, iodine-starch reaction, dry mouth

論文受付：2010 年 1 月 8 日　論文受理：2010 年 2 月 21 日

緒　言

　口腔乾燥症は加齢や薬剤の服用、放射線治療、全

身の水分代謝障害など様々な要因により唾液分泌量

の低下から惹起される疾患である 1）。また、免疫シス

テムの異常により唾液腺が慢性的な炎症状態で、唾

液を殆んど分泌しないシェーグレン症候群は高齢者

に多く、典型的な口腔乾燥症である 2）。その結果、咀

嚼・嚥下障害、口臭、義歯不適合、味覚障害、発音

障害、口腔粘膜の疼痛や灼熱感、ウ蝕や歯周病の増

悪などの原因となっている 3）4）。それゆえに、口腔乾

燥症の早期発見、診断は、全身および口腔の健康維持・

増進にとって重要である。しかしながら、その診断

法は口腔内診査、唾液分泌量の測定 5）、唾液腺造影 2）

などが行われているが、操作の煩雑性などから集団

健診やチェアサイドでのスクリーニングに十分に活

用されていない。我々はペーパークロマトグラフィー

の原理とヨードデンプン反応を組み合わせた簡便な

診断濾紙を作製し、呈色反応からなる口腔乾燥症診

断キットを考案した。

材料及び方法

材　料

　可溶性デンプン、ヨウ化カリウム、30% 過酸化水素、

エチルアルコールは関東化学株式会社（東京）より
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（口腔乾燥症診断用濾紙）

購入し、その他の試薬は市販の特級を使用した。ク

ロマトグラフィー用濾紙 (Advantec, No. 526)、デイ

スポ反応板 (SS83-03570) はそれぞれ東洋濾紙株式会

社（東京）、株式会社三省（東京）より購入した。

被検者

　2009 年 5 月から 11 月の期間に医療法人社団　

本別歯科医院に来院した患者 49 人（男 23 人、年齢

29~77 歳、女 26 人、年齢 22~77 歳）を対象とした。

そしてヘルシンキ宣言に基づき、個々の被検者に対

して研究の趣旨を十分説明し、同意を得た上で唾液

採取を実施した。

唾液採取

　唾液採取は診療室にてリラックスした状態で 20

分間、BLUE MAX ポリプロピレンコニカルチューブ

(Becton Dickinson and Company, NJ, USA) に吐き出

し法で安静時唾液を採取した。採取した唾液量は 1g

を 1ml とした。被検者には来院 2 時間前にブラッ

シングを行い、その後は食物摂取をしないよう指導

した。唾液採取は診療時間内 (AM9:00~PM12:00、

PM2:30~PM5:00) に随時、実施した。採取した唾液

は 5000rpm、5 分間遠心分離し、上澄みをそれぞれ

200~300µl 取り、プールした後 in vitro の実験に供し

た。

唾液乾燥症診断用濾紙による検査

　安静時唾液採取後、唾液乾燥症診断濾紙の先端を

舌下中央部に置き、2 分間、口を閉じて放置した。そ

して 2 分後、唾液乾燥診断濾紙を取り出し、発色液

を濾紙片に滴下した。ヨードデンプン反応により無

色のスポットが瞬時、褐色から青色に発色したスポッ

ト数を測定した。

結　果 

1．口腔乾燥症診断用濾紙の作製

　口腔乾燥症診断用濾紙は可溶性デンプン、ヨウ化

カリウム、クロマトグラフィー用濾紙を用いて調製

した。すなわち、1％デンプン溶液３容量と 0.3M ヨ

ウ化カリウム溶液１容量を混合した検出用試薬４µl

を、マイクロピペットを用いて、図１に示すように

クロマトグラフィー用濾紙に計4箇所スポットした。 

なお、ヨードデンプン反応における発色度は NF333

簡易型分光色差計（日本電色工業株式会社、東京）

を用いて、それぞれの至適デンプン濃度、ヨウ化カ

リウム濃度、過酸化水素濃度を下記のようにして求

めた（図 1）。

　デンプン濃度とヨードデンプン反応：デンプン濃

度とヨードデンプン反応の関係を調べるために、種々

なる濃度 (0.062 % ~ 2%) のデンプン溶液 3 ml と 0.3M 

ヨウ化カリウム溶液 1ml を混合して、種々なる検出

用試薬を調製した。図２に示すように、ヨードデン

プン反応はデンプン濃度の増加と共に強く反応した。

従って、十分なヨードデンプン反応を示す 1% のデン

プン濃度を使用した（図 2）。

　ヨウ化カリウム濃度とヨードデンプン反応：ヨー

ドデンプン反応の至適ヨウ化カリウム濃度を調べる

ために、種々なる濃度 (0.001M~3M) のヨウ化カリ

ウム溶液 1 ml と 1 % デンプン溶液 3 ml を混合して、

種々なる検出用試薬を調製した。図 3 に示すように、

ヨードデンプン反応はヨウ化カリウム溶液の濃度の

増加と共に強く反応した。しかしながら、ヨウ化カ

リウム溶液の濃度の上昇はヨードの分離度が悪くな

り、テーリングが見られた。それゆえに 0.3M ヨウ化

カリウム溶液を最適とした（図 3）。

　過酸化水素濃度とヨードデンプン反応：ヨードデ

ンプン反応の至適過酸化水素濃度を調べるために、

図 1　 口腔乾燥症診断用濾紙
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種々なる濃度 (0.0375% ~ 3%) の過酸化水素溶液を調

製した。1％ デンプン溶液 3 ml と 0.3M ヨウ化カリ

ウム溶液 1ml よりなる検出用試薬組成物において、

ヨードデンプン反応は 0.0375 % 以上の過酸化水素

溶液で観察され、図 4 に示すように濃度の上昇と共

に強く反応した。それゆえに、安全性と保存性から

30% 過酸化水素、エチルアルコール、精製水を 1：7：

1 の割合で調製した発色液を使用することにした。

2．In vitro における唾液量と発色スポット数の関係

　発色スポット数と唾液量との関係を確認するため

に、既知の量の唾液を入れたディスポ反応板に唾液

乾燥症診断濾紙を 2 分間浸した後、発色液を濾紙片

に滴下した。その結果、唾液が浸透していない無色

のスポットがヨードデンプン反応により褐色から青

色に発色した。図 5 に示すように、唾液量＜ 100 µl

で4個の発色スポット、150 µlで3個の発色スポット、

200 µl で 2.5 個の発色スポット、250 µl で 2 個の発

色スポット、300 µl で 1.5 個の発色スポット、350 

µl で 1 個の発色スポット、400 µl で 0.5 個の発色

スポットがそれぞれ認められた。しかしながら、＞

450 µl では発色は認められなかった。この結果、唾

液乾燥症診断濾紙を用いた検査が唾液量の判定に有

用であることが示唆された（図 5）。

3．安静時唾液量と発色スポット数との相関

　吐き出し法で測定した被検者の安静時唾液量は

20µl/min から 600µl/min で広範囲にわたり、その平

均値は 428.0 ± 337.7µl/min (n=49) であった。次に、

唾液乾燥症診断濾紙を用いて被検者 49 人の安静時唾

液量と発色スポット数の関係について調べたところ、

図 6 に示すように発色スポット数と安静時唾液量の

間に高い相関が認められた (r= － 0.73（P<0.001)。

興味あることに口腔乾燥症の安静時唾液量のカット

オフ値＜ 100 μ l/min に該当する被検者群 (82.9 ±

99.3 µl/min；n=6) の 5 名は発色スポットが 4 個であっ

た。また、発色スポット 3 個を示す被検者群（n=13)

の安静時唾液量は 117.5 ± 74.2 µl/min であった。

一方、安静時唾液分泌量が 200 µl/min 以上の健常人

は 0 から 2 個の発色スポットであった。

　

考　察　

　最近、Eliasson らは 18~82 歳を対象とした口腔

検査より、女性の 23%、男性の 15 ％は口腔乾燥症

と感じていると報告している 6）。従って、口腔乾燥

症の早期発見、診断は全身並びに口腔の健康維持に

とって重要である。しかしながら、口腔乾燥症を診

断する方法には口腔内診査、唾液分泌量の測定 2）7）、

Saxon test8）などが行われているが、操作の煩雑性や

時間がかかるために集団検診やチェアーサイドでの

スクリーニングに十分活用されていない。今回、我々

はペーパークロマトグラフィーの原理とヨードデン

プン反応を組み合わせた簡便な診断濾紙を作製し、

発色液の滴下による呈色反応の口腔乾燥症診断キッ

トを考案した。そして実際、日常臨床で応用すると

共に、データ分析を行った。本キットの特徴はペー

パークロマトグラフィー上に滴下したヨウ化カリウ

ムとデンプンの移動速度の違いに起因するところに

図 2 　デンプン濃度とヨードデンプン反応における発色
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図 3　ヨウ化カリウム濃度とヨードデンプン反応における発色
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図 4　過酸化水素濃度とヨードデンプン反応における発色
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ある。すなわち、ヨウ化カリウムは速やかに唾液の

浸透と共に濾紙中を移動するが、デンプンは移動せ

ずスポット上に留まる事がキーポイントである。そ

して過酸化水素の滴下によりヨードデンプン反応を

介して褐色から青色に発色するスポット数より口腔

乾燥症を判定することである。一般に、口腔乾燥症

は安静時唾液の分泌量が 100 µl/min 以下であるが 8）、

本キットの検査では唾液量 100 µl/min 以下の被検者

5 名は全て発色スポットが 4 個であった。また安静

時唾液分泌量が 200µl/min 以下では唾液腺機能障害

と考えられるが 5）、200µl/min 以下の被検者 13 名は

発色スポットが 3 個であった。一方、安静時唾液の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唾液量
　　0~100µl　  　　150µl　　　200µl　　  　250µl　　   300µl　 　　350µl　　　   400µl　 　　450µl

　　　       0µl　　    100µl　     150µl　  　200µl　    250µl　      300µl　  　350µl　    400µl　    450µl　      500µl　     550µl

Spot No.      唾液量

1　　 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ± － － －

2　 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ± － － － － －

3　　 ＋ ＋ ＋ ± － － － － － － －

4　　 ＋ ＋ － － － － － － － － －

（＋：スポット全体が青色に発色　±：スポットの一部が青色に発色　－：スポット全体が発色せず）
図 5　in vitro における唾液量と発色スポット数の関係
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図 6　発色スポット数と安静時唾液量の関係
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分泌量が 200µl/min 以上の健常人は 0 から 2 個の発

色スポットであった。従って、発色スポット数より

判定する本キットは口腔内診査、唾液分泌量、唾液

腺造影などと共に口腔乾燥症の診断法 9）の一つとし

て、また口腔乾燥症のスクリーニングとして有用で

あることが示された。事実、安静時唾液量と発色ス

ポット数との間には有意な相関関係が認められた (r

＝－ 0.723、P <0.001)。しかしながら、安静時唾液

は顎下腺 (65%)、耳下腺 (23%)、舌下腺 (4%)、小唾

液腺 (8%) より由来する混合唾液 10）であるが、本キッ

トにより測定された発色スポット数がどのような比

率の唾液を反映しているのか未だ明らかでない。今

後この点について検討すると共に、大規模検証より

さらなる精度を高める必要がある。

結　論

　高齢者社会を迎えて、如何に健康に老いるかは毎

日の食生活がスムーズに行える口腔の健康にかかっ

ている。特別な判定機器や煩雑な手順を踏まずに、

簡単に唾液乾燥症の有無を目視で確かめることが出

来る口腔乾燥症診断濾紙を利用した本キットは高齢

化の進む状況下で、有効な口腔乾燥症診断システム

であるといえる。
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周術期患者に対する口腔管理システムの樹立と評価
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抄　録

目的：全身麻酔下での外科手術前に予め口腔内診査を行い、医科－歯科間で情報共有する

ことは、気管挿管時の歯牙脱落、口腔感染巣に起因する術後感染症の予防に繋がる。本研

究の目的は、当院で構築した「周術期患者に対する口腔管理システム」の臨床的な効果を

評価することである。

方法：口腔衛生状態は、本システムに従って受診した患者を対象に、① O’Leary のプラー

ク付着指数（PCR）、②プロービング時出血の陽性率（BOP 陽性率）を指標にし、また全

身状態の安定性は、整形外科の患者を対象に、①在院日数、②術後の発熱日数を指標にし

て統計学的に検討・評価した。

結果：本システム稼働によって、PCR および BOP 陽性率は有意に改善した。また、整形

外科患者の在院日数および術後の発熱日数も有意に減少した。

結論：本システムは、全身麻酔下で手術を受ける患者の口腔衛生状態の改善のみならず、

術後の全身状態の安定を図るための有益な院内システムである。

キーワード：systematic oral examination, preoperative oral care, collaboration between 

medicine and dentistry

論文受付：2010 年 1 月 15 日　論文受理：2010 年 2 月 24 日

緒　言

　昨今、歯科医療の領域では、口腔疾患に対応する

従来の歯科治療から、歯周病に代表される口腔感染

症の全身状態に与える影響を考慮した歯周内科医療

のコンセプトが重要視されるようになってきた 1） 2）。

このことは “Periodontal Medicine” と称される一学術

領域として発展を遂げ、多くの医療機関においても、

医科－歯科連携医療システムが確立されている。

　医科領域での外科的手術は全身麻酔下で実施され

ることが多く、とりわけ気管挿管時に発生する歯牙

損傷は、古くから医療従事者の中で術中の懸案事項

として知られている。脱落した歯による食道壁損傷

のため開胸手術が必要となった重大症例も報告され

ているが 3）、生命に支障がなかった患者にとっても、

咀嚼機能、美容、あるいは喪失感という精神的ショッ

クなどの様々な問題が生じる。また、挿管チューブ

とともに気管内に押し込まれた口腔内の常在細菌群

に起因する術後の日和見感染症の発症は、患者の生

命予後を左右する重要な問題である。したがって、

麻酔医を含めた術者にとって、予め術前に口腔内の

検査を実施して情報を得ておくことは臨床的に意義

が あ る。 一 方、“Periodontal Medicine” の 視 点 か ら

歯周病などの口腔細菌感染症に起因する血行性の細

菌性・炎症性因子の全身に対する影響を鑑みて、外
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科手術によって少なからず易感染状態に陥る患者に

とって、口腔感染病巣は日和見感染症の重大なリス

ク因子として認識される必要がある。

　このような背景の下、社会医療法人里仁会興生総

合病院（広島県三原市）では、2005 年 4 月に「周術

期患者に対する口腔管理システム」を構築した。す

なわち、当院では全身麻酔下での手術を行う全ての

患者を対象にして、その口腔内の検査を事前に行い、

場合によっては可能な限りの口腔内感染源を除去し

て、全身状態安定のための一翼を担っている。

　今回、① 本口腔管理システムに同意して歯科受診

した要全身麻酔患者数の調査、② 歯科初診時と手術

直前の口腔衛生状態の改善程度の比較検討、③ 本シ

ステム実施前後の患者の在院日数および発熱日数の

差の比較検討を行うことで、「周術期患者に対する口

腔管理システム」の臨床的有用性を提唱する。

 

対象および方法

1. 対象

　社会医療法人里仁会興生総合病院（広島県三原市）

において、2005 年 4 月 2009 年 12 月の期間中に

「周術期患者に対する口腔管理システム」に同意した

全身麻酔下手術を行った患者（N=664：男性 353 名、

女性 311 名）を対象にして調査した。また、本シス

テム実施による口腔衛生状態の改善度を調べるため

に、少なくとも手術前に 2 回以上は歯科を受診して、

専門的な口腔衛生指導および抜歯を含めた歯周治療

を実施した患者（N=219）を対象にして統計的検討

を行った。さらに、本システム実施による口腔管理

の全身的安定性に与える影響を調べるために、2005

年 4 月 ~2007 年 5 月の期間中に、当院整形外科にお

いて全身麻酔下で人工股関節全置換術（THA）、股・

人工骨頭置換術（BHP）、および人工膝関節全置換術

（TKA）を実施した患者（N=30）を対象にして統計的

検討を行った。なお、対照は、本システム実施前（2004

年 1 月 ~2004 年 12 月）に同様に全身麻酔下で人工

関節置換術を実施した患者（N=18）とした。

　なお、本研究は院内の倫理委員会の承認を得て実

施した。

2. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による口

腔衛生状態の改善度の臨床的評価の検討

　O’Leary 法によるプラーク付着指数（%）（プラーク

コントロールレコード、PCR）およびプロービング時

出血（bleeding on probing、BOP）の陽性率（%、プロー

ビング時に出血した計測点数／全計測点数 × 100 と

して算出）を口腔衛生状態の臨床パラメータとして、

歯科初診時と手術直前の 2 時点における差を比較検

討した。統計解析は Mann-Whitney の U 検定を用い

て行い、P 値が 0.05 未満を有意差ありと判定した。

3. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による全

身状態の安定度の臨床的評価の検討

　在院日数および手術後の発熱日数を全身状態の臨

床パラメータとして、本システム実施前後の患者群

間における差を比較検討した。統計解析は Mann-

Whitney の U 検定を用いて行い、P 値が 0.05 未満を

有意差ありと判定した。

 

結　果

1. 「周術期患者に対する口腔管理システム」に同意し

て歯科受診した患者の全数調査

　各科から紹介された患者の内訳を表 1 に示す。

2005 年 4 月 2009 年 12 月の期間中に関連医科か

ら口腔内の状態に関して照会された患者総数は 664

名であった。また、男女比はほぼ同じであった（男性：

53.2%、女性：46.8%）。紹介元は、整形外科が 338

名と約半数を占め（50.9%）、次いで、外科（37.3%）、

泌尿器科（6.2%）の順であった。

　歯科初診時の口腔内診査の結果を表 2 に示す。平

均残存歯数は 18.9 本であった。6mm 以上の歯周ポ

ケットを有する患者は、39% を占めていた。また、

全身麻酔時の気管内挿管の際、著しい動揺のため歯

牙損傷（脱落、脱臼など）が発生する可能性を指摘し、

マウスガード作製に同意した患者は 5.5% であった。

2. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による口

腔衛生状態の改善度の臨床的評価

表 1　「周術期患者に対する口腔管理システム」 の紹介診療科

診療科　 紹介患者数
整形外科 348
外科 248
泌尿器科 31
心臓血管外科 18
耳鼻咽喉科 11
形成外科 7
脳外科 1

総　数 　　664
( 男性 353 名、女性 311 名）

2005 年 4~2009 年 12 月

小出康史　周術期患者に対する口腔管理システムの樹立と評価
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　口腔衛生状態の改善度は、歯科初診時と手術直前

の 2 時点における PCR（%）および BOP 陽性率（%）

を比較検討して評価した。図 1 に示すように、PCR

（%）および BOP 陽性率（%）ともに有意に改善した

（P<0.05、N=219）。すなわち、患者の口腔衛生状態は、

本口腔管理システムの実施によって、予想どおり有

意に改善することが分かった。

3. 「周術期患者に対する口腔管理システム」による全

身状態の安定度の臨床的評価

　全身状態の安定度は、THA、BHP、および TKA を

受けた患者を対象にして、在院日数および手術後の

発熱日数を指標にして検討した。本システムを実

施することで、患者の在院日数は有意に減少した

（P<0.05、システム稼働前：約 97 日、N=18 名；シ

ステム稼働後：約 80 日、N=30 名）（図２A）。また、

同様の対象において、術後の発熱日数についても、

本システムの実施によって有意に減少することが分

かった（P<0.05）（図 2B）。すなわち、37 度以上 38

度未満の発熱日数は 1.25 日、38 度以上の発熱日数

は 0.63 日ほど減少した。

 

考　察

　全身麻酔下で実施される外科手術は、患者の全身

状態に多大な負担を強いるものであり、時として、

その生命予後に関わる重大な問題が発生することが

ある 3）。したがって多くの医療機関では、術中のみ

ならず術前から術後に至るまで、あらゆる角度から

患者の管理・ケアを行う周術期管理チームが組織さ

れている。一方、口腔領域では気管挿管時に発生す

る歯牙損傷が問題視され、以前から、術前に著しい

動揺歯の抜歯や歯を保護するためのマウスガードの

作製などが行われてきた。しかしながら、歯牙損傷

は概して生命予後に直結しないため、医療従事者間

では軽視されていることも否めない。

　昨今、微弱で持続的な歯周感染症が、全身疾患を

悪化させる重大なリスクになり得ることが報告され、

歯周医学 “Periodontal Medicine” と称される一学術領

表 2　初診時口腔内検診の結果

患者数

マウスガード作製
37

（5.5％）

6mm 以上の歯周ポケット保有
259

（39.0％）
患者総数：664 名

図２「周術期患者に対する口腔管理システム」による全身状態
に対する効果
　全身状態に対する効果は、当院に「周術期患者に対する口腔
管理システム」が稼働した後の 2005 年 4 月 ~2007 年 5 月の
間に、当院整形外科において人工股関節全置換術（THA）、股・
人工骨頭置換術（BHP）、および人工膝関節全置換術（TKA）
を全身麻酔下で行った患者の中で、歯科において口腔管理を
実施した患者（N=30）を対象にして、（A）在院日数、および

（B）術後の発熱日数を指標にして評価した。なお対照は、当
院に「周術期患者に対する口腔管理システム」が稼働する以
前の 2004 年 1 月 ~2004 年 12 月の期間に、整形外科にて同
様の手術を実施した患者（N=18）とした。各群間の有意差は、
Mann-Whitney の U 検定を用いて比較した。なお、グラフは各
群における平均値±標準偏差で示した。エラーバーは標準偏差
を示す。*：P<0.05。
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図 1　 「周術期患者に対する口腔管理システム」による口腔衛
生状態の改善度
　口腔衛生状態の評価は、（A）O’Leary の PCR（%）、および（B）
BOP 陽性率（%）を用いて、歯科初診時と全身麻酔手術直前の
2 時点において評価した。すなわち各々の時点における PCR お
よび BOP の有意差は、Mann-Whitney の U 検定を用いて検討
した。なお、グラフは各群における平均値±標準偏差で示した

（N=219、エラーバーは標準偏差を示す。）。*：P<0.05。
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域が発展してきた 1） 2）。また、平成 19 年には「健康

国家への挑戦」と題して、今後の 10 年間にわたる日

本の健康戦略の指標となる政府の「新健康フロンティ

ア戦略」がまとめられ、その柱の一つに「歯の健康」

が組み入れられた。このような時代背景の中、口腔

感染管理のコンセプトに基づいた周術期管理チーム

の組織化は、総合病院における医療の質を向上させ

るために重要であると考える。特に、全身麻酔下で

外科手術を実施された患者は易感染状態に陥ること

も多く、口腔内常在菌に起因する病巣感染、日和見

感染症の発症予防は、結果的に術後の全身状態の安

定に繋がる。

　2005 年 4 月、社会医療法人里仁会興生総合病院で

は、「周術期患者に対する口腔管理システム」を構築

した。本システムは、歯科医師・歯科衛生士・医師・

看護師によって構成されている（図 3）。予め、医科

担当主治医から周術期の口腔管理の重要性について、

十分なインフォームドコンセントが行われた後、入

院時に担当看護師によって、あらためて患者本人と

その家族に対して口腔検診の実施が説明され、歯科

に紹介となる。歯科診療室においては、まず歯科医

師によって、さらに口腔検診の重要性・意義が説明

される。このように、対象患者に対して幾重にも口

腔管理の重要性が説明され、十分な理解が得られる

ように配慮している。患者の同意が得られた後、歯

科医師は口腔内状況の診査・診断を行い、破折や脱

臼の危険がある歯牙が存在すれば、抜歯もしくはマ

ウスガードを作製する。また、口腔内感染因子が大

量に存在する場合、その旨を医科担当主治医に報告

して、術前に歯科治療を行い可能な限り感染源の除

去に努める。また、歯科衛生士は口腔衛生指導や専

門的口腔ケアを実施するとともに、看護師との間で

情報交換を行い、患者の家族的・社会的背景をも踏

まえながら、手術日までの歯科受診のマネジメント

を行う。さらに歯科受診による臨床的な効果は、歯

科医師もしくは歯科衛生士によって患者および家族

表３　医師・看護師へのアンケート結果

医師
（N=23)

看護師
（N=196)

Q. 術前の専門的口腔管理は、術後の全身状態の安定に効果が
　あると思いますか？

はい 20
（87.0％）

161
（82.1％）

いいえ 0
（0％）

4
（2.0％）

どちらでもない 3
（13.0％）

31
（15.8％）

に伝えられる。これによって、患者自身の術後の口

腔管理に対するモチベーションが向上する。

　表 2 に示したように、本システムによって口腔内

診査を実施した 664 名を対象にして調べると、5.5%

の患者に著しい動揺歯が見られたためマウスガード

の作製を行った。また、39% の患者において 6mm

以上の歯周ポケットを保有することが分かった。さ

らに、PCR および BOP 陽性率を臨床パラメータとし

て調べたところ、術前に出来る限りの口腔内感染源

の除去を行うことで、予想どおり、患者の口腔内の

衛生状態は有意に改善した（図１）。

　本システムは、特に整形外科および外科領域では

重要視されており、これまでに周術期の口腔管理を

実施した患者 664 名のうち、約 90% は整形外科およ

び外科から紹介されている（表 1）。とりわけ術野以

外の感染リスクの軽減が望まれる人工骨頭置換術 4）

を行う患者においては、術前の歯科治療が優先され

当該外科手術が延期されることもある。そこで、本

システムが患者の全身状態の安定度の向上に貢献す

るかどうかを検討するために、在院日数および発熱

日数を指標にして、本システムを実施した 2005 年 4

月を境にして、それ以前、あるいはそれ以降に人工

股関節全置換術（THA）、股・人工骨頭置換術（BHP）、

および人工膝関節全置換術（TKA）を行った患者を無

作為に抽出し、それぞれの群間比較を行った。その

結果、本システムを実施することで、患者の在院日

数は有意に減少し（図 2A）、また、術後の発熱日数

についても有意に減少することが分かった（図 2B）。

このことは、整形外科領域の手術技術の進歩もある

と考えるが、「周術期患者に対する口腔管理システム」

は、全身麻酔下で手術を受ける患者の口腔衛生状態

の改善のみならず、術後の全身状態の安定・改善の

一助となる可能性を示唆する。

　また、院内で本システムの重要性についてアンケー

ト調査をした結果、80% 以上の医師および看護師は、

手術前の専門的口腔ケアは術後の全身状態の安定に

効果があると思っていることが分かった（表 3）。ま

たアンケートの他の意見として、①口臭が減った。

②食事を残す患者が少なくなった。③口腔内に対す

る自分たちの意識が変わった。④歯科介入前に比較

して高熱が出る患者が少なくなった、などの意見が

上げられた。すなわち、当院では本システムの実施

による効果が、医師、看護師サイドにおいても認識

小出康史　周術期患者に対する口腔管理システムの樹立と評価
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されていると考えられる。

　昨今、病院歯科の減少が目立っているが 5）、病院

歯科の役割として、有病者の歯科治療や高齢者に対

する口腔ケアだけでなく、周術期の患者に対する口

腔管理システムを樹立することによって、院内での

他職種連携を強化することができると同時に、歯科

の存在意義が高まるものと考える。このコンセプト

が広く理解されることによって、医科－歯科連携を

基盤にした総合病院における歯科医療の役割および

重要性があらためて理解されることを望む。 

 

結　論

　「周術期患者に対する口腔管理システム」は、全身

麻酔下で手術を受ける患者の口腔衛生状態の改善の

みならず、術後の全身状態の安定・改善に貢献する

可能性を持つ有益な院内システムである。
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図 3　当院における「周術期患者に対する口腔管理システム」の概要
　本システムは、医師－歯科医師－歯科衛生士－看護師の連携によって実施されるので、各々、情報の共有を十分に図る。入院当
日、医師、看護師は本システムの説明を行い患者の同意を得る。歯科医師は口腔内の診査・診断を行い、破折や脱臼の危険がある
歯が存在すれば、抜歯もしくはマウスガードを作製する。マウスガードを作製した場合、その情報は歯科衛生士から担当看護師に
伝達される。一方、口腔内感染因子が大量に存在する場合、歯科医師はその情報を医科担当主治医に伝達し、時に手術日の延期を
要望する。歯科衛生士は、口腔衛生指導や専門的口腔ケアを実施して口腔衛生状態の確保に努める。手術後、全身状態が安定した
後、医科担当主治医は口腔衛生状態の確保とともに、一般歯科治療のため歯科受診を勧める。退院後も、歯科治療は、歯科外来に
おいて継続して実施される。
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e-mail: hashimotokazu@tdc.ac.jp

抄　録

　今回われわれは病理組織検査の有用性を明らかにするため、臨床診断と病理組織診断と

の違いを比較検討した。1999 年 1 月から 2008 年 5 月までの 9 年 4 か月の間に、東京

歯科大学千葉病院臨床検査部に提出された病理組織検査依頼 16,434 例の中から、歯科臨

床において遭遇する可能性が比較的高いと考えられるエプーリス、線維腫又は線維性ポ

リープ、歯根嚢胞、含歯性嚢胞を選択し、それぞれの臨床診断と病理組織診断の違いにつ

いて臨床統計的に検討した。エプーリスの中で、2/563 例 (0.36%) が悪性と診断された。

線維腫および線維性ポリープの中で、3/1,059 例 (0.28%) が悪性と診断された。歯根嚢胞

の中で、8/1,908 例 (0.42%) がエナメル上皮腫と診断された。含歯性嚢胞の中で、7/638

例 (1.10%) がエナメル上皮腫と診断された。今回の結果から、良性と思われた口腔内病変

が、時に悪性である可能性があることが示された。われわれの研究においては嚢胞性疾患

が悪性転化した症例は認められなかったが、歯根嚢胞、角化嚢胞性歯原性腫瘍、エナメル

上皮腫においては悪性化した症例がいくつか報告されている。このことから、歯科におけ

る臨床病理診断の必要性が再考されるべきことが示唆された。

キーワード： pathological diagnosis, clinical diagnosis, malignant transformation

論文受付：2009 年 5 月 19 日　論文受理：2010 年 2 月 24 日

緒　言

　良性腫瘍や嚢胞性疾患は、時に悪性化する可能性

を秘めており、口腔内においてもその例外ではない。

また、口腔領域における悪性腫瘍は、悪性腫瘍全体

の中で 1% を占めるともいわれている 1）ことから、

日常の歯科臨床において口腔悪性腫瘍に遭遇する可

能性も十分に考えられる。ゆえに、病変を摘出ある

いは切除した後に確定診断を得ることは極めて重要

である。

　今回我々は一般歯科臨床における病理組織検査の

有用性を明らかにするため、臨床診断と病理組織診

断との違いを比較検討したので、文献的な考察を加

えて報告する。

材料および方法

　1999 年 1 月から 2008 年 5 月までの 9 年 4 か月

の間に、東京歯科大学千葉病院臨床検査部に提出さ

れた病理組織検査依頼 16,434 例の中から、一般歯科
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臨床において遭遇する可能性が比較的高いと考えら

れるエプーリス、線維腫および線維性ポリープ、歯

根嚢胞および歯根肉芽腫、含歯性嚢胞を選択し、そ

れぞれの臨床診断と病理組織診断の違いについて臨

床統計的に検討した。また本稿において、エプーリ

ス ･ 線維腫および線維性ポリープを口腔内隆起性病

変、歯根嚢胞および歯根肉芽腫 ･ 含歯性嚢胞を嚢胞

性疾患に分類した。

結　果

　表 1 で示されるように、1999 年 1 月から 2008 年

5 月までの 9 年 4 か月間の病理組織検査依頼 16434

例において、エプーリスは 563 例 (3.43%)、線維腫

および線維性ポリープは 1,059 例 (6.44%)、歯根嚢胞

および歯根肉芽腫は 1,908 例 (11.6%)、含歯性嚢胞は

638 例 (3.88%) であった。エプーリスの中で、2/563

例 (0.36%) が扁平上皮癌 ( 図 1A~C) および悪性黒色

腫と診断された。線維腫および線維性ポリープの中

で、2/1,059 例 (0.19%) が 扁 平 上 皮 癌、1/1,059 例

(0.1%) が平滑筋肉腫 ( 図 2A~D) と診断された。歯根

嚢胞の中で、エナメル上皮腫 ( 図 3A~C) と診断され

たものは 8/1,908 例 (0.42%) であった。含歯性嚢胞

表 1　1999 年 1 月 ~2008 年 5 月の 9 年 4 ヶ月の間の各症例数と病理組織診断の内訳

日本語表記が臨床診断、英語表記が病理診断を示す。1991 年 1 月 ~2008 年 5 月

図 1　扁平上皮癌と診断された例の組織像
臨床診断 : エプーリス　病理組織診断 : 扁平上皮癌
A: 大きさは 11.6 × 7.5mm、一見良性の腫瘤性病変 ( ルーペ
像 )。B: 腫瘍細胞が胞巣を形成しながら浸潤性に増殖してい
る ( × 40)。C: 癌真珠の形成がみられる高分化型扁平上皮癌
( × 200)。

エプーリス 線維腫 / 線維性ポリープ 歯根嚢胞 / 歯根肉芽腫 含歯性嚢胞
症例数（臨床診断数） 563 1059 1908 638

squamous cell caricinoma 1 2 0 0
malignant melanoma 1 0 0 0

leiomyosarcoma 0 1 0 0
epithelial dysplasia 5 16 1 0

leukoplakia 0 5 0 0
ameloblastoma 3 0 8 7

keratocystic odontogenic tumor 0 0 14 21
calcifying cystic odontogenic tumor 0 0 0 3

other benign tumor 5 51 1 0
infammatory disease 13 14 8 0

A B

C
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DC

A B

図 2　平滑筋肉腫と診断された例の組織像
臨床診断 : 線維腫　病理組織診断 : 平滑筋肉腫
A: 大きさは 15.8 × 11.0mm の充実性腫瘤 ( ルーペ像 )。B: 強い細胞異型を伴った腫瘍細胞が浸潤性に増殖している ( × 40)。C: 腫
瘍細胞は紡錘形を呈し、索状に増殖している ( × 200)。D: 腫瘍細胞は抗 desmin 抗体による免疫染色で強陽性を示す。

図 3　エナメル上皮腫と診断された例の組織像
臨床診断 : 顎嚢胞　確定診断 : エナメル上皮腫
A: 初診時のパノラマ X 線像。単胞性の X 線透過像が認められる。B: 好塩基性の歯原性上皮に裏装された嚢胞腔構造が認められる ( ×
100)。C: 嚢胞壁の歯原性上皮は増殖傾向を示す ( × 400)。

A

B C



日本口腔検査学会雑誌　第 2 巻　第 1 号： 　　　   , 2010

53

の中で、エナメル上皮腫と診断されたものは 7/638

例 (1.10%) であった。

考　察

　今回の研究で選択した 4 種の臨床診断は、東京歯

科大学千葉病院における全症例中 3% 以上を占めてお

り、日々の歯科臨床においてしばしば遭遇する病変

であることが示唆された。

　良性と思われた口腔内隆起性病変が悪性であった

症例の割合は 0.1~0.36% であり、稀な症例であるこ

とがわかった。図 1 および図 2 で示した症例では、

悪性腫瘍を思わせる潰瘍の形成はみられず、肉眼的

には外向性に発育し腫瘤を形成していたために、エ

プーリスや線維腫と診断したものと考えられた。病

理組織学的には、口腔内で最も多く認められる扁平

上皮癌の他に、口腔領域での発生は極めて稀とされ

ている平滑筋肉腫 2）や悪性黒色腫などの非上皮性悪

性腫瘍も含まれていた。今回のような文献的報告は

少なく、われわれが渉猟し得た限りでは、線維腫の

臨床診断下で切除術施行後に紡錘細胞癌 ( 扁平上皮癌

の亜型 ) の診断を得た症例 3）の報告がみられた。

　嚢胞性疾患と思われていたものが歯原性腫瘍で

あった症例の割合は 0.42~1.10% であった。角化嚢胞

性歯原性腫瘍やエナメル上皮腫は、図 3A で示すよう

に、X 線所見において嚢胞様 X 線透過像を示すこと

があり、臨床症状や画像所見での診断は困難である。

さらに、今回我々は経験していないが、歯根嚢胞 4）－

6）、含歯性嚢胞 7）、角化嚢胞性歯原性腫瘍 8）9）の悪性

化を来した症例の報告も存在した。特に、顎骨中心

性癌は顎骨内の歯原性嚢胞が原因となることがいわ

れており 10）、嚢胞性疾患を認めた場合はこれらの可

能性を考慮する必要があると考えられた。歯根嚢胞

は一般歯科臨床においても日常的にみられる病変で

あるが、われわれの研究においても歯根嚢胞および

歯根肉芽種の割合が 11.6% と、4 種の臨床診断の中

で最も高い値を示していたことから、歯根嚢胞を摘

出する機会は多いと考えられる。摘出した病変が本

当に歯根嚢胞であったかどうかを確認するため、病

理組織学的な確定診断を得ることは、摘出後の治療

方針立案の一助になるものと考えられた。

　今回の研究および文献における症例から、嚢胞性

病変や口腔内隆起性病変は、極めて稀に悪性腫瘍で

ある可能性をもつことが示唆された。ただし、今回

は 4 種の臨床診断に限定した研究であったため、他

の嚢胞性病変や口腔内隆起性病変を含めた場合、悪

性腫瘍である可能性はさらに増加すると考えられる。

これらの病変は、一般の歯科医院でも病変の摘出ま

たは切除が可能な場合もある。しかしながら、自院

での処置が不可能と考えられた症例は、悪性腫瘍を

疑う場合に限らず然るべき医療機関に紹介すること、

臨床診断が困難な症例の場合は生検を行って確定診

断を得ること、病変を摘出あるいは切除した場合は

必ず病理組織診断を行うことが重要であると考えら

れた。

結　論

　口腔外科ならびに一般歯科臨床においても、確定

診断のための病理検査を積極的に行い、臨床医と病

理医の連携を密にしていくことを再考されるべきで

ある。
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調査・統計

小学校での歯科健診後の保健指導における

唾液検査の活用について
山本孝文 1),2）＊、長川光代 3）、河原善子 1),4）、山内日鶴 1),4）、名村郁美 4）、

三浦慈子 4）、島原武司 2）、山賀　保 2）、有吉靖則 2）、島原政司 2）

1）山本歯科医院

2）大阪医科大学口腔外科学教室

3）小学校養護教諭

4）兵庫県歯科衛生士会（揖龍支部）

抄　録

目的 : 本研究は、学校歯科健診後の保健指導での唾液検査の意義と活用について検討した。

方法：対象は、兵庫県たつの市立の某小学校における、4~6 年生 33 名と 1~3 年 26 名とした。

唾液検査は、唾液流出量、唾液 pH および唾液緩衝能とし、1~3 年生に対しては唾液流出

量のみを行った。また、RD テストおよび O’Leary の PCR によるブラッシング指導は、全

学年に対して行った。これらの結果と歯科健診結果との関連を分析した。

結果：合計う蝕経験歯数（DMF 歯数 +df 歯数）と唾液緩衝能に有意差 (P<0.05) がみられた。

その結果、唾液緩衝能は、う蝕発生に強く影響することが確認された。また、歯肉炎の有

無に対しては、RD テストの結果に有意差 (P<0.05) がみられた。

結論：唾液検査を活用することは、4~6 年生の高学年では、ブラッシングだけでなく唾液

の重要性の啓発にも役立つことが示唆された。また、学校歯科健診後に保健指導として行

われているブラッシング指導は、歯垢を減少させることを目的としているが、低学年（1~3

年生）と高学年（4~6 年生）ではその意義が異なる可能性が示唆された。

キーワード：elementary school, saliva test, RD test, dental health guidance

論文受付：2009 年 8 月 15 日　論文受理：2009 年 12 月 24 日

緒　言

　毎年５月 ~ ６月にかけて実施されることになって

いる学校歯科健診では、得られた結果について児童

や保護者にフィードバックし、保健指導の資料とし

て活用することが求められる１）。小学校の学校歯科

健診では、う蝕と歯肉炎が問題となるが、これらは

ともに歯垢の付着が原因と考えられること２）から保

健指導としてブラッシング指導が広く行われている。

すなわち、口腔内では、歯垢中の S.mutans などが産生

した酸によりエナメル質からカルシウムやリンなど

が溶け出す脱灰と唾液に含まれるカルシウムやリン

が再び歯に取り込まれる再石灰化が繰り返されてい

る。そして、この均衡が崩れたときに、う蝕の発生

が認められる３）。したがって、う蝕に対してのブラッ

シング指導は、歯垢を除去しミュータンス菌が産生

する酸による脱灰を予防することを目的としている。

　今回著者らは、再石灰化に関与する唾液４）につい

ての検査を行い、保健指導に活用すること５）６）を目

的として歯科健診結果との関係について検討した。

＊：〒 671-1321　兵庫県たつの市御津町苅屋 361-3

TEL：079-322-3533　FAX：079-322-3838　

e-mail: Du_courage7@yahoo.co.jp
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対象と方法

　対象は、兵庫県たつの市立の某小学校の 4~6 年生

（4 年生 15 名、5 年生 9 名、6 年生 9 名、合計 33 名）

および 1~3 年生（1 年生 11 名、2 年生 6 名、3 年生

9 名、合計 26 名）とした。

　唾液検査は、直径約 1㎝で長さ約 2㎝のロールワッ

テ（約 0.3g）を２分間咀嚼することにより分泌され

た刺激時唾液を用い、唾液流出量、唾液 pH および緩

衝能 (pH) とした。唾液流出量は、１分間に流出した

重さ (g/min) とし、ポケットデンタルスケール（発

売：ビーエスエーサクライ）を用いて測定した。次

に、チェックバフ（製作：堀場製作所　販売：モリタ）

を用いて、唾液 pH を測定後、酸付加液（約 pH3）

を加えて別売のオートスイングにより 30 秒間混合し

唾液緩衝能を測定した。なお、1~3 年生についての

唾液検査は、唾液流出量のみを行った。

　さらに、採取した唾液を用いて、唾液中の総細菌

数を測定するために RD テスト（昭和薬品化工）を行っ

た。最後に、歯垢染色液（デントリキッドプラーク

テスター P：ライオン）により歯垢を染色し O’Leary 

の PCR(Plaque Control Record) ( 以下、PCR) を算出後、

ブラッシング指導を行った。

　2009 年 5 月 14 日に行った歯科健診結果と前述の

内容で 2009 年 6 月 16 日に行った唾液検査結果につ

いての統計処理は統計演算プログラム ystat2006 ７）

などを用い、多重ロジスティック回帰分析には SPBS 

V9.4 (The Statistical Package for the Biosciences) ８）

を用いて行った。なお、統計学的有意水準は 5% とし

た。

結　果

　採取された刺激時唾液の pH や緩衝能をチェックバ

フにより測定するためには、最低でも 0.25 ml の唾

液が必要である９）。また、RD テストのためには 0.03 

ml 程度の唾液が必要である 10）。今回の対象者の中で

は、4 年生 4 名と 5 年生 2 名が、流出量が少なく、ロー

ルワッテに唾液が浸み込んだ状態のため、測定に必

要な唾液流出量が得られなかった。従って、結果の

分析については、4~6 年生の 27 名から得られたデー

タについて行った。

　今回の対象者は、混合歯列期である児童が多いた

め、口腔内状態を評価する指標として、永久歯のう

蝕経験歯数である DMF 歯数と乳歯のう蝕経験歯数で

ある df 歯数を加えた合計の歯数（以下、合計う蝕経

験歯数）とした。

　したがって、合計う蝕経験歯数を従属変数とし、

唾液流出量、唾液 pH、唾液緩衝能、RD テストの結

果および PCR などを独立変数として重回帰分析を

行った。なお、RD テストの結果は質的変数のため、

判定結果の Low (L) を 0、Middle (M) および High (H) 

を 1 としてダミー変数を設定した 11）。

１．合計う蝕経験歯数に影響する因子について

　今回の対象者では、年齢、性別の差を認めなかっ

たので、唾液流出量、唾液 pH、唾液緩衝能、RD テ

ストおよび PCR の 5 要因を独立変数とした重回帰分

析や唾液 pH、唾液緩衝能および PCR の 3 要因を独

立変数とした重回帰分析を繰り返し行った。得られ

た P- 値の結果から、合計う蝕経験歯数と唾液緩衝能

に有意差 (P<0.05) がみられた。( 表 1、表 2)。

２．合計う蝕経験歯数と唾液緩衝能との関係について

　前述１．の結果をもとに、合計う蝕経験歯数と唾

液緩衝能についての相関関係を検討した。その結果、

Spearman’s correlation において、有意な負の相関関

係 (P<0.05) を認めた ( 図 1）。すなわち、合計う蝕経

験歯数が多い児童ほど唾液緩衝能は低かった。

３．歯肉炎と唾液検査結果について

　歯科健診における歯肉炎（G や GO）の有無について、

唾液流出量、唾液 pH、唾液緩衝能、RD テスト、PCR

および合計う蝕経験歯数の 6 要因を独立変数として、

重回帰分析により影響する要因について検討した。P-

値の結果から RD テストの結果が歯肉炎の有無に影響

する要因となる可能性が示唆された ( 表 3)。

　従属変数である歯肉炎の有無は 2 値変数であるこ

と 11）から、唾液緩衝能、RD テストおよび合計う蝕

経験歯数の 3 要因について多重ロジスティック回帰

分析７）を行った結果、RD テストの結果での口腔内総

細菌数が多いほど、歯肉炎を生じている可能性が有

意に高かった (P=0.014)( 表 4)。

考　察

１．唾液検査、RD テストおよび PCR によるブラッ

シング指導の時間帯について

　 今 回 の 保 健 指 導 に つ い て は、 日 課 表（ 授 業 時
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間 ） の 3 時 限 ( 午 前 10:40~11:25) と 4 時 限 ( 午

前 11:35~12:20) に 行 っ た。 児 童 は、1 時 限 ( 午 前

8:40~9:25) が始まって以降は、飲食やブラッシング

は行っていない。したがって、唾液検査や RD テスト

を行う前までに必要とされる 2 時間以上 12）が経過し

ていたと判断される。また、ブラッシング指導を４

時限に行ったので、3 時限の唾液検査のためにロー

ルワッテを咀嚼したことによる PCR への影響以外は、

それぞれの検査に影響を与える行為はなかったもの

と判断した。

２．唾液採取について

図 1　合計う蝕経験歯数と唾液緩衝能との関係

表 1　合計う蝕経験歯数に影響する要因について（5 要因）

係　数 標準誤差 ｔ P- 値 下限 95％ 上限 95％
切片 0.54282 14.11209 0.038465 0.969698393 -28.8945 29.98013
唾液量 -0.05523 0.534923 -0.10324 0.918799544 -1.17106 1.060604
唾液 pH 1.438942 1.948074 0.738648 0.468700843 -2.62467 5.502554
緩衝能 pH -1.41606 0.667291 -2.1221 0.004650979 -2.808 -0.02411
RD テスト 0.32822 0.793973 0.413389 0.683720551 -1.32798 1.984419
PCR -0.02693 0.032676 -0.82422 0.419536735 -0.09509 0.041228

表 2　合計う蝕経験歯数に影響する要因（3 要因）

係　数 標準誤差 ｔ P- 値 下限 95％ 上限 95％
切片 0.4369941 13.51406 0.032336 0.974495489 -27.5894 28.46344
唾液 pH 1.373669 1.860505 0.738331 0.468116974 -2.48478 5.23212
緩衝能 pH -1.31566 0.559143 -2.35299 0.027975933 -2.47525 -0.15607
PCR -0.02223 0.029426 -0.75556 0.457926518 -0.08326 0.038792

表 3　歯肉炎に影響する要因について（6 要因）

係数　 標準誤差 ｔ P- 値 下限 95％ 上限 95％
切片 1.170488 3.41487 0.049925 0.960703039 -6.97692 7.317893
唾液量 -0.01179 0.129471 -0.09107 0.928388212 -0.28278 0.259195
唾液 pH 0.176119 0.477768 0.36863 0.716479268 -0.82386 1.176098
緩衝能 pH -0.18769 0.178722 -1.05016 0.306818171 -0.56176 0.186383
RD テスト 0.462087 0.192939 2.394991 0.027085657 0.058261 0.865913
PCR 0.00153 0.00804 0.190349 0.851055048 -0.0153 0.018358
合計齲蝕経験歯数 -0.06946 0.054107 -1.2837 0.214681024 -0.1827 0.04379

山本孝文　小学校での保健指導における唾液検査の活用について
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表 4　歯肉炎に影響する要因について（3 要因）

APBS-MULTIPLE LOGISIC REGRESSION ANALYSIS
使用変数
2：緩衝能
3：RD テスト
4：合計う蝕経験歯数
推定値、標準誤差およびその有意性（Wald 検定）

測定値 標準誤差 χ 2 値 有意性
Y ＝ -1.23282*X(  2） 0.895622 1.895 P=0.169

+3.06697*X(  3） 1.25308 5.99 P=0.014
-0.483908*X(  4） 0.29297 2.728 P=0.099

+6.64731 5.17201

尤度（定数項のみの対数尤度） 38.673
尤度（回帰モデルの対数尤度） 27.285
モデルの尤度比検定 (-2 LOG L) 11.388  P=0.010

表 5　合計う蝕経験歯数に影響する要因（学年別、3 要因）

1~6 年生 係　数 標準誤差 ｔ P- 値 下限 95％ 上限 95％
切片 3.787709 1.274823 2.971165 0.004624261 1.224506 6.350912
唾液量 -1.15659 0.603604 -1.91614 0.061312659 -2.37022 0.057036
RD テスト 0.784961 0.778018 1.008924 0.318070372 0.77935 2.349271
PCR 0.00601 0.027601 0.217757 0.828541433 -0.04948 0.061505

4~6 年生 係　数 標準誤差 ｔ P- 値 下限 95％ 上限 95％
切片 2.947392 1.141266 2.582564 0.016988418 0.5805552 5.314233
唾液量 -0.18717 0.515038 -0.36341 0.719770978 -1.25529 0.880956
RD テスト 0.087016 0.826157 0.105327 0.917071134 -1.62633 1.80036
PCR -0.02001 0.030514 -0.65528 0.51874289 -0.08329 0.043271

1~3 年生 係　数 標準誤差 ｔ P- 値 下限 95％ 上限 95％
切片 6.952468 2.677221 2.596897 0.016829962 1.384882 12.52005
唾液量 -47.19562 1.527536 -2.74666 0.012088683 -7.3723 -1.01893
RD テスト 2.573517 1.309442 1.965355 0.062737579 -0.14962 5.296651
PCR 0.00578 0.04816 0.120022 0.905606509 -0.09437 0.105935

　唾液の採取には、排液法（ドレーン）、吐出法（吐

唾法）、サクソン法（吸引法）、綿球法などがある 13）。

安静時唾液の採取は、精神状態などの採取する条件

により唾液量にバラツキが大きいことが報告されて

いる 14）15）。そこで、本研究では、咀嚼による全唾液

としての刺激時唾液を採取した。

　また、対象とした 4~6 年生の年齢では、側方歯群

が乳歯から永久歯への交換途中と考えられることか

ら、チェックバフに付属するガムを咀嚼することに

より、交換時期の乳歯の脱落や修復物の脱離が危惧

された。さらに、口腔内にう歯がある児童でもロー

ルワッテなら咀嚼できると考えた。その結果として、

著者らは、児童がロールワッテを 2 分間自由に咀嚼

した後のロールワッテと口腔内にある唾液をすべて

紙コップに吐き出すことにより唾液を採取した。

　唾液流出量は、採取した唾液の重さとしたが、こ

の方法は、安静時唾液分泌量を電子天秤により測定

した岡田の報告 16）と類似しており、唾液の性状に関

係なく簡便に正確に唾液量の評価ができたものと判

断している。しかしながら、このようなガーゼやロー

ルワッテを咀嚼することによって唾液を採取する方

法は、ガムを噛むことにより採取された唾液量に比

べて、バラツキが多いとも言われている 13）。その結果、

今回は、合計う蝕経験歯数と唾液流出量に有意差が

みられなかったと判断している。

　また、33 名中 6 名で十分な唾液流出量を得られ

なかったが、そのような場合には、ロールワッテを

咀嚼する時間の延長や口腔内の状態で可能であれば

ガムを咀嚼することを考慮する必要がある。さらに、

唾液分泌量の日内変動 17）の点から、唾液採取を行う

時間帯についても今後の課題と考えている。

３．O’Leary の PCR について

　 歯 垢 染 色 に よ る ブ ラ ッ シ ン グ 指 導 は、4~6 年

生 全 員 を 1 つ の グ ル ー プ と し て、4 時 限 ( 午 前

11:35~12:20) の間で行った。PCR の算出については、

1 名の歯科衛生士が歯垢の付着状態を確認し、もう

1 名が記録する予定であったが、33 名をこのような
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同一条件で PCR を求めブラッシング指導を行うこと

が時間的に無理であった。すなわち、歯垢の付着状

態を 2 名の歯科衛生士がそれぞれ確認し、自らが記

録用紙に記入し、その結果をもとに各児童に対して

ブラッシング指導を行った。したがって、合計う蝕

経験歯数と PCR に有意差がみられなかった原因の 1

つとして、測定者間のバラツキが考えられる。また、

3 時限に唾液検査のためにロールワッテを 2 分間咀

嚼したことによる PCR への影響はすべての児童に対

して同程度であったと判断しているが、咀嚼の回数

や咬合力などにより影響の程度が異なることも考え

られる。したがって、影響の程度についての詳細は、

今後の検討が必要と考えられる。

４．唾液緩衝能について

　唾液緩衝能が合計う蝕経験歯数に有意に影響する

要因であることは、神原の 4~6 年生での報告 18）や

Gotouda らの報告 19）と同様の結果であった。

　健康日本 21 では、12 歳児での DMF 歯数 20） を

１以下にすることを目標として掲げている 21）。そこ

で、合計う蝕経験歯数と唾液緩衝能との間の相関関

係を示す式 y ＝－ 0.17x+6.15 において x=1 とすると

y=5.98 と算出された。このことから、12 歳児での

DMF 歯数を１以下にするには、唾液緩衝能が pH6 以

上であることが好ましいと推測される ( 図 1)。チェッ

クバフの説明では、唾液緩衝能が pH4.8~5.8 を中緩

衝能と判断している 22）。今回の結果は、う蝕を予防

し 12 歳児での DMF 歯数を 1 以下にするには、中緩

衝能より高い唾液緩衝能が望ましいことを示唆して

いる。

　唾液緩衝能と炭水化物の摂取量との関係や唾液分

泌量との関係が報告されている 13）23）。したがって、

合計う蝕経験歯数が多く、唾液緩衝能が低い児童に

対しては、日々の食生活を分析検討し指導する必要

が示唆される。

　また、唾液は咀嚼することによって唾液腺から分

泌することが知られていることや咬合力が増すと唾

液分泌量も増加することが報告されている 24）ことか

ら、食事の時に咀嚼回数を増やすような指導や咬み

ごたえのある繊維性食品を咀嚼するような指導の必

要性が示唆される。さらに、分泌量の低い児童に対

しては、唾液腺の自己マッサージなどによる効果も

大きいと考えられること 25）から、唾液腺の自己マッ

サージなどの指導も考慮する価値があると考えられ

る。

　以上のように唾液検査は、松岡らの報告 26） と同様

にう蝕リスクの判定に役立ち、口腔内状態の改善へ

の啓発に活用できると判断された。

５．RD テストについて

　RD テ ス ト は、 唾 液 中 の S. mutans、Lactobacilli な

どのう蝕原性菌数を把握し、う蝕活動性を推定する

ことができると報告 27）されている。今回、1~3 年

生 26 名については、唾液流出量、RD テストおよび

PCR の検査を行った。そこで、１~6 年生の全体につ

いて上記の 3 要因を独立変数とし、合計う蝕経験歯

数を従属変数とした重回帰分析にて検討したところ

有意差のある要因はなかった。しかしながら、RD テ

ストでは、1~6 年生全体の P- 値が P=0.318 であり、

4~6 年生では P=0.917、1~3 年生では P=0.063 であっ

た（表 5）。今回、有意差はみられなかったが、1~3

年生の低学年では、RD テストが合計う蝕経験歯数に

影響する要因となる可能性 (P=0.063) が示唆される。

また、1~3 年生での合計う蝕経験歯数と唾液流出量

に有意差 (P=0.012) がみられ、4~6 年生の結果との違

いについては、今後さらに検討する必要がある。

RD テストの結果により口腔内総細菌数が多いこと

は、ブラッシングなどによる口腔内のプラーク・コ

ントロールが不良であることが推測される。したがっ

て、1~3 年生の低学年については、歯垢を減少させ

ることを目的とするブラッシング指導が、う蝕予防

のために有用である可能性が示唆される。

　一方、4~6 年生の高学年については、歯肉炎の有

無と RD テストの結果に有意差 (P<0.05) がみられた

（表 4）。その結果、ブラッシング指導により歯垢を減

少させることが歯肉炎の予防や改善のためには有用

であると判断される。

結　論

　唾液検査を活用することにより、4~6 年生の高学

年では、ブラッシングだけでなく唾液の重要性の啓

発にも役立つことが示唆された。また、学校歯科健

診後に保健指導として行われているブラッシング指

導は歯垢を減少させることを目的としているが、低

学年（1~3 年生）と高学年（4~6 年生）では、学年

によりその意義が異なる可能性が示唆された。

山本孝文　小学校での保健指導における唾液検査の活用について
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調査・統計

光干渉断層画像診断法の口腔癌への応用

寺沢史誉 1),2) ＊、小澤総喜 1),2)、下郷和雄 2)、角　保徳 1)

1) 国立長寿医療センター病院先端医療・機能回復診療部口腔機能再建科

2) 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

抄　録

目的：光干渉断層画像診断法（Optical Coherence Tomography: 以下 OCT）は、非侵襲的

かつ即時的に高解像度断層画像が得られる新たな医療画像機器である。今回われわれは

OCT の口腔癌診断手法としての臨床検査への応用の可能性を検討した。

方法：口腔癌を有する患者の口腔内の正常歯肉粘膜部と癌病変部の OCT 画像を撮影し、

癌病変部の水平断 OCT 画像と生検病理組織像とを比較した。

結果：正常歯肉粘膜部の OCT 画像では、さまざまな信号強度分布を呈するびまん性の内

部構造を認めた。癌病変部では、低信号部分および高信号部分が混在する像を認めた。

OCT 画像上で正常組織と癌組織との内部構造の形態の違いを区別することが可能であっ

た。

結論：OCT は、組織の表層下の構造を非侵襲的かつ即時的に取得可能であり、現時点で

は悪性腫瘍診断の補助検査手段としての可能性が示唆された。

キーワード：optical coherence tomography, noninvasive diagnostic method, oral cancer

論文受付：2009 年 10 月 13 日　論文受理：2009 年 12 月 24 日

緒　言

　わが国における口腔癌の発生頻度は人体に発生する癌

のうち 1％強を占め毎年およそ数千人が命を落としてお

り 1）、口腔領域では極めて重要な疾患である。口腔癌の

臨床診断は視診や触診を中心に行われているが、これら

のみで診断を行うには限界があり前癌病変や早期癌病変

の診断においては良性病変との識別に苦慮する症例も少

なくない。癌診断法として信頼性の高い生検病理組織診

断では、病変部より一部の組織を採取する必要があるた

め患者にとって比較的侵襲性の高い検査法であり、生検

部周囲への癌細胞の播種や血行性転移の危険性もあるた

め安易に行い難い。したがって、だれでも安全かつ適切

に受けられる信頼性の高い癌診断法が必要と考えられ

る。

　 一 方、 光 干 渉 断 層 画 像 診 断 法（Optical Coherence 

Tomography: 以下、OCT）は眼科をはじめ 2）、様々な領

域で新たな医療診断機器として期待されている 3）－ 5）。

歯科領域でも OCT を使用した報告が散見され、実験

動物では口腔組織や病変を対象とした研究レベルで

の報告があり 6）－ 8）、ヒトでは臨床応用を目的とした

実際の口腔内の組織や病変の撮影・検討例が報告さ

れている 9）－ 16）。このような背景の下、国立長寿医

療センター病院口腔機能再建科では最新式の OCT で

ある波長走査型 OCT (Swept Source OCT：以下、SS-

OCT）を口腔内撮影用に改良した歯科用 OCT 画像診断

機器を産官共同で開発し、すでに口腔領域への臨床

応用を開始している 11）－ 15）。今回われわれは歯科用

OCT 画像診断機器を用いて in vivo で正常歯肉粘膜部

および癌病変部を撮影し、OCT 画像と生検病理組織

像と比較したうえで、その臨床応用への可能性を検

討したので報告する。

＊：〒 474-8511 愛知県大府市森岡町源吾 36-3

TEL：0562-46-2311（内線 7108）　FAX：0562-48-2373　

e-mail: terafumi@ncgg.go.jp
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調査の概要

1. 撮影症例

患　者：58 歳、男性。

初　診：2007 年 6 月。 

主　訴：口底部の違和感。

既往歴：2004 年より糖尿病にて加療中。2006 年よ

り慢性関節性リウマチにて加療中。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：2007 年 5 月頃より右側下顎中切歯の動揺と、

口底部の違和感を自覚していたが放置していた。ま

もなく同歯牙の自然脱落をきたしたため心配になり、

同年 6 月 2 日に近歯科医院を受診した。口底部の炎

症を疑われ、同年 6 月 4 日に精査・加療目的に紹介

され当科を受診した。

局所所見：右側下顎犬歯から左側下顎小臼歯部に相

当する範囲の歯槽堤および口底部にかけて、境界不

明瞭な穿掘性潰瘍を伴った肉芽様、易出血性の腫瘍

性病変を認めた（図 1）。

生検病理組織学的所見：腫瘍実質には大小の癌胞巣

の浸潤性増殖を広汎に認め、一部の胞巣中央部には

癌真珠の形成を認めた。腫瘍間質は結合組織および

内腔の拡大した脈管からなり、炎症性細胞浸潤を認

めた。

生検病理組織診断：高分化型扁平上皮癌

2. 歯科用 OCT 画像診断機器の概要

　本装置（図 2a）は、高速波長走査レーザー光源

である Santec HSL － 2000® と干渉計、AD ボード

内蔵パーソナルコンピュータ、表示用ディスプレイ

と、口腔内の対象組織を適切に撮影可能な口腔内撮

影用プローブ（図 2b）から構成される。空間分解

能は 11µm、組織内の分解能は 8µm であり、2 次元

OCT 画像を得ることが可能である。本装置は中心波

長を 1260nm から 1360nm まで走査する高速波長走

査レーザー光源を使用している。光源（図 3- ①）か

ら出た光線は光ファイバーから干渉計へと誘導され、

分光器（図 3- ②）により参照鏡側と被写体側へ分岐

され、参照鏡側へ分岐した光線は参照光となって参

照鏡 ( 図 3- ③ ) で反射させ再度光ファイバーへもど

る。一方、被写体側へ分岐した光線は被写体となる

図 1　初診時口腔内所見
右側下顎犬歯から左側下顎小臼歯部に相当する範囲の歯槽堤お
よび口底部にかけて、境界不明瞭な穿掘性潰瘍および肉芽様、
易出血性の弾性硬の腫瘍性病変を認めた。
A : OCT により撮影した正常歯肉粘膜部（矢印）。
B : OCT により撮影した癌病変部（矢印）。

図 2　歯科用 OCT 画像診断機器写真
a: 歯科用 OCT 画像診断機器外観。
b: 口腔内撮影用プローブ。

図 3　OCT 装置構造図
① : 高速波長走査レーザー光源（Santec HSL ‐ 2000®）。
② : 分光器。③ : 参照鏡。④ : 被写体。⑤ : 光検出器。
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試料に入射し、試料内のさまざまな位置から後方散

乱し再度光ファイバーへもどる ( 図 3- ④ )。その後 2

つの光線は検出器 ( 図 3- ⑤ ) に入光する前に再度分

光され干渉光信号となり、アナログ電気信号への変

換を経て、高速フーリエ変換処理により被写体の撮

影範囲における深度情報が明確化される。OCT 画像

は、試料から得られる後方散乱光の信号強度分布に

より構成され、信号強度が強いほど明白色に、弱い

ほど暗黒色に描出される 17）。

3. 撮影方法

　歯科用 OCT 画像診断機器の口腔内撮影用プローブ

により、正常歯肉粘膜部 ( 図 1A) および癌病変部 ( 図

1B) に、プローブ先端を撮影面に対し垂直方向に位置

づけて撮影を行った。OCT 画像は、撮影部位の垂直

方向の断層画像データをコンピューター上で再構築

して、表面に対し平行な面の断層画像を取得し、こ

れを「水平断」と定義した。歯科用 OCT 画像診断機

器により表面からおよそ 1.0mm の深さの部分の水平

断画像を得た。

4. インフォームドコンセント

　国立長寿医療センター倫理委員会による承認の下、

説明文書に従い十分な説明を行い、その上で撮影に

ついて自由意志による同意を書面により得た。 

結　果

1. OCT 画像所見

　正常歯肉粘膜部ではさまざまな信号強度分布を呈

するびまん性の内部構造を認めた ( 図 4A)。癌病変部

では正常歯肉粘膜部とは異なり、低信号部分が比較

的広い領域をもって散在していた。また、低信号部

分および高信号部分が交錯した不均一な内部構造を

示唆する像を認めた ( 図 4B）。

2. OCT 画像と生検病理組織像との比較

　癌病変部の生検病理組織像 ( 図 5 上）とそれに相

当する部位の OCT 画像 ( 図 5 下）との比較を行った。

個々の細胞形態の確認はできなかったが、腫瘍胞巣

が間質に浸潤することによって形成される不均一か

つ複雑な構造は OCT 画像と生検病理組織像とで近似

していた。

考　察

　OCT は 1991 年に Huang ら 2）により発表され、断

層画像診断法としては画期的な近赤外光と光学干渉

計を用いて非侵襲的に組織の精密断層像を得ること

が可能な最先端の技術である。表層下 1~2mm の比

較的浅い組織の断層画像を得ることが可能であり、

CT、MRI などの画像診断技術に比べ解像度が高い鮮

明な画像がリアルタイムに得られることが特徴であ

る 17）。

図 4　正常歯肉粘膜部と癌病変部の OCT 画像
A : 正常歯肉粘膜部では、びまん性の内部構造を認めた。
B : 癌病変部では低信号部分および高信号部分が交錯し、不均一
な内部構造を示唆する像を認めた。

図 5　癌病変部の生検病理組織像と OCT 画像との比較
上 : 癌病変部の水平断の生検病理組織像（H-E 染色）。
下 : 癌病変部の OCT 画像。
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　Huang ら 2）が報告した開発当初の OCT は、タイム

ドメイン OCT (Time Domain OCT: 以下 TD-OCT) と呼

ばれ、計測感度の低さ、計測時間の長さや空間分解

能の低さなどの欠点を有していたが 17）18）、これらの

欠点を補うため、1995 年に Fercher19）によりフーリ

エドメイン OCT (Fourier Domain OCT: 以下 FD-OCT)

が開発され報告された。FD-OCT は TD-OCT と比較

して計測感度の向上、計測時間の短縮化が達成され、

レーザー光源の性能によっては空間分解能も向上し

たため、現在の OCT の主流となっている。今回使用

した歯科用 OCT 画像診断機器は、FD-OCT の一種で

あり、中でも最新式の OCT である SS-OCT を口腔内

撮影用に改良した装置である。SS-OCT は、極めて早

い計測速度を有し、モーションアーチファクトの影

響を受けにくいと言われており 18）、口腔内の臨床応

用に適していると考えた。

　これまでに OCT の癌診断分野に関する研究では、

医科領域で Hsiung ら 3）がヒトの乳癌を撮影し、OCT

画像と対応する病理組織学的所見とが類似していた

ことを報告し、Whiteman ら 4）が OCT でヒトの生体

内肺組織を撮影し検討した結果、OCT の肺癌の監視

診断機器としての可能性を示唆している。

　口腔領域ではハムスターの頬粘膜に人工的に形成

した口腔内異形組織および癌の OCT 画像を撮影し、

同部の病理組織像との比較が報告されている 6）－ 8） 。

Wilder-Smith ら 6）によれば OCT 画像上で、上皮およ

び上皮下組織の区別は明確に可能で、口腔内異形組

織および癌の診断では OCT 画像と病理組織像との一

致率は 80％であったと報告し、Jung ら 7）は口腔内

異形組織および癌を観察した OCT 画像が同部の病理

組織像と類似していたとしている。Matheny ら 8）は

病変の生検部位を選択するうえで、病変表面から識

別することが困難な粘膜下の異常部分の発見に対し

て OCT が有用であると述べている。このように、動

物実験では OCT の口腔癌への応用の可能性が言及さ

れているが、ヒトを対象とした報告は極めて少ない。

　ヒト口腔癌病変に対する OCT の有用性を検討した

報告で、Tsai ら 16） は OCT の輝度信号プロファイル

を統計解析し標準偏差値 (SD) と、空間周波数スペク

トルの壊変定数値 ( α ) が口腔癌の光学的数値として

診断指標となりうると述べている。今回のわれわれ

の報告では、OCT 信号解析により得られる数値的評

価ではなく OCT 画像そのものによる直接的な形態評

価を行っておりそのため、数値的解析よりも情報量

が多くパターン解析などによる癌診断への応用の可

能性が将来的に期待できるのではないかと考えられ

た。

　癌病変部の水平断 OCT 画像とそれに相当する部位

の生検病理組織像とを比較したところ、腫瘍胞巣が

間質に浸潤することによって形成される不均一かつ

複雑な構造は 2 つの像で近似していた。この構造は

OCT 画像上に描出される信号強度の違いによって生

じ、特に OCT 画像上で低信号に描出される部分には、

その原因として血液中のヘモグロビンによる近赤外

光の吸光が影響していることがすでに報告されてい

る 5）。また、癌病変部では新生血管が豊富であるため、

OCT 画像上ではその病変全体が健全組織と比較して

低信号領域として描出されると報告されている 7）。わ

れわれの撮影し得た癌病変部の OCT 画像における低

信号領域は癌病変の中でも血管が豊富な部分を描出

し、高信号領域は血管の乏しい部分を描出しており、

これらの構造が複雑に形成している様子を OCT 画像

上で描出しているのではないかと考えられた。一方

で正常歯肉粘膜部では、OCT 画像上で形態の検出が

不可能な無数の微細な血管が組織内に交錯して分布

する様子が、さまざまな信号強度分布を呈するびま

ん性の濃淡として描出されたのではないかと推察さ

れた。

　今回われわれが撮影し得た OCT 画像上では、正常

歯肉粘膜部と癌病変部とで内部構造の形態の明確な

違いを非侵襲的かつ即時的に判別可能であった。そ

のため、歯科用 OCT 画像診断機器には現段階では、

悪性腫瘍の非侵襲的かつ即時的な補助検査手段とし

ての可能性が考えられた。現時点では OCT 画像上で

は腫瘍細胞レベルでの診断を行うに至っておらず、

確定診断に病理組織生検を必要とするが、今後光工

学の発展につれ OCT 機器の空間分解能が向上すれば

OCT 画像上で腫瘍細胞レベルでの非侵襲的癌診断が

行える可能性があると考えられた。

結　　論

　非侵襲的かつ即時的に撮影可能な歯科用 OCT 画像

診断機器には、悪性腫瘍の補助的な検査手法として

の可能性が考えられた。
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調査・統計

一般歯科診療所における

HBV、HCV 感染症検査の統計学的検討
監物　真 1) ＊、木下安紀子 2)、三輪恒幸 1)、Sultan Zeb Khan1)、木村　裕 1)、松岡海地 1)、

　橋本和彦 1)、劉　潁鳳 1)、杜　岩 1)、辛　承一 1)、松坂賢一 1),3)、井上　孝 1),3) 

1）東京歯科大学臨床検査学研究室

2）東京八重洲歯科クリニック

３）東京歯科大学千葉病院臨床検査部
抄　録

目的：一般歯科診療では、病原体を含む血液や唾液に接する機会が多いが、感染症検査は

ほとんど行われておらず、スタンダードプリコーションの実施が充分でないのが実情であ

る。今回、一般歯科診療所における HBs 抗原、HCV 抗体感染症検査の結果を総検査件数

と陽性数、陽性率、陽性者年齢分布について集計した。

方法：平成 11 年 12 月から平成 21 年 7 月までに東京八重洲歯科クリニックを受診した

患者 2181 名を対象とした。

結果：東京八重洲歯科クリニックにおける総検査件数は 2,181 件で HBs 抗原陽性件数は

13 件 (0.6%)、HCV 抗体陽性件数は 31 件 (1.4%) であった。年齢分布では HBs 抗原陽性

者は 60 歳代にピークを示し、HCV 抗体陽性者は 60 歳 ~70 歳代にピークを示した。

結論：歯科治療前に感染症検査を実施すること、同時にスタンダードプリコーションの徹

底が重要である。しかし、感染症検査を一般歯科診療所に浸透させるには、歯科医師の感

染症検査に対する積極的な意識改革の必要性がある。

キーワード：HBV, HCV, positive rate, standard precaution

論文受付：2009 年 10 月 26 日　論文受理：2009 年 12 月 24 日

緒　言

　歯科医療機関で発生する病原微生物の院内感染に

は診療所や医療行為を介して患者間、あるいは医療

従事者間で発生する感染がある。歯科治療は抜歯を

はじめとする外科処置が多く、歯科医療従事者は患

者の血液や唾液に接触する機会が多い。B 型肝炎ウィ

ルス（HBV）、C 型肝炎ウィルス（HCV）をはじめ多

くの病原体を含む血液や唾液による院内感染で、病

原体の伝播が拡大する可能性が高い。従ってわれわ

れ歯科医療従事者にとって感染対策が重要であると

同時に、患者のウィルス感染の有無を処置前に把握

しておくことが必須であると考える。大学病院では

処置前に感染症検査を行う機会が増えてきつつあり、

われわれの大学病院における臨床統計も報告してき

た 1）2）。しかしながら、一般歯科診療所での感染症検

査はほとんど行われていないのが実情である。今回、

感染症検査を導入している診療所と、大学病院の結

果を比較することを試み、平成 11 年 12 月から平成

21 年 7 月までの 9 年 8 か月間に東京八重洲歯科クリ

ニックを受診した患者における HBV、HCV 感染症検

査について、臨床統計を行った。

＊：〒 261-8502 千葉市美浜区真砂 1-2-2

TEL：043-270-3582　FAX：043-270-3583

e-mail: mkenmotsu@tdc.ac.jp
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材料および方法

　平成 11 年 12 月から平成 21 年 7 月までの 9 年 8

か月間に東京八重洲歯科クリニックを受診した患者

2,181 名に対して行った HBs 抗原および HCV 抗体検

査結果をデータとして使用した。尚、東京八重洲ク

リニックにおける感染症検査は受診した患者全員に

対して行っている。また、感染症検査は自費で行い、

採血は歯科医師によって行っている。指定されたス

ピッツに血液を採取し、株式会社昭和メディカルサ

イエンスへ委託している。 

　このデータをもとに HBs 抗原、HCV 抗体検査の結

果を総検査件数と陽性件数、陽性率について集計し

た。 また、平成 18 年 10 月から平成 20 年 5 月まで

の 1 年 8 か月に東京歯科大学千葉病院臨床検査部に

て行われた検査結果を対象とした。

結　果

　東京八重洲歯科クリニックにおける総検査件数は

2,181 件で HBs 抗原陽性件数は 13 件 (0.60%)（表 1）、

HCV 抗体陽性件数は 31 件 (1.42%)（表 2）であった。

年齢分布では HBs 抗原陽性者は 60 歳代にピークを示

し（図 1）、HCV 抗体陽性者は 60 歳 ~70 歳代にピー

クを示した（図 2）。一方、東京歯科大学千葉病院臨

床検査部で行われた結果は、HBs 抗原検査数が 3216

件で陽性件数は 33 件 (1.02%)（表 1）、HCV 抗体検査

数が 3133 件で陽性件数は 45 件 (1.43%)（表 2）であっ

た。東京八重洲歯科クリニックは大学病院と比較して

HCV 抗体陽性率はほぼ同様であったものの、HBs 抗

原陽性率は低い結果となった。また、HCV 抗体陽性

患者の年齢分布は同様の傾向を示した（図 3、4）。

考　察

　わが国で見られる肝癌の 95％は肝細胞由来の肝細

胞癌であり、その死亡者は年間 3 万人を超える 3）。

これらの 95％はＢ型肝炎ウィルス（HBV）および C

型肝炎ウィルス（HCV）が原因である。これらの持

続感染による慢性肝疾患（慢性肝炎、肝硬変）から

肝癌を発症する。HBV は成人が感染した場合、大多

数は急性肝炎を発症した後にウィルスが排除される。

慢性化し、キャリアとなるのは１％以下であると報

告されている。一方、HCV は成人が感染した場合、

約 30％はウィルスが排除されるものの、70％はキャ

リアとなる。肝炎ウィルスの持続感染者については B

型肝炎で 140 万人、Ｃ型肝炎で 200 万人存在すると

推定されている 4）。肝炎ウィルスのスクリーニング

検査として、B 型肝炎には HBs 抗原、C 型肝炎ウィ

ルスには HCV 抗体の検査を行うことが多い。

　HBs 抗 原 は HBV の 外 殻 蛋 白 で あ り、1967 年

Blumberg らによって発見された 5）。HBs 抗原は当初

オーストラリア抗原と呼ばれ、オーストラリア先住

民の血清から、それぞれ沈降反応によってクロス反

応する抗原、抗体の発見が発端となった。HBs 抗原

陽性とは、肝臓内に存在する HBV の表面を覆う HBs

蛋白が合成されている状態を意味する。HBs 抗原の

測 定 に は 当 初 MO 法（Micro-Ouchterlony） が 行 わ

れていたが、感度が悪いなどの問題があったため、

現 在 で は EIA 法（enzyme immune assay）、RIA 法

（radioimmunoassay）などが主流になっている 6）。

　HCV は 1989 年、Choo らによってウィルス遺伝

子の断片として発見された 7）。また、同年 12 月に

は遺伝子組み換え技術により、酵母で発現させた

C100-3 蛋白を利用した HCV 抗体の測定（第一世

表 2　HCV 抗体検査結果の比較

HCV 抗体検査数 HCV 抗体陽性件数 陽性率（％）

東京八重洲歯科クリニック

（平成 11 年 12 月 ~ 平成 21 年 7 月）
2,181 31 1.42

東京歯科大学

（平成 18 年 10 月 ~ 平成 20 年 5 月）
3,133 45 1.43

表 1　HBV 抗原検査結果の比較

HBs 抗原検査数 HBs 抗原陽性件数 陽性率（％）

東京八重洲歯科クリニック

（平成 11 年 12 月 ~ 平成 21 年 7 月）
2,181 13 0.60

東京歯科大学

（平成 18 年 10 月 ~ 平成 20 年 5 月）
3,216 33 1.02

監物　真　一般歯科診療所における HBV、HCV 感染症検査の統計学的検討
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代）が導入され、1992 年にはコア蛋白を追加し感

度と特異度を向上させた第二世代の試薬に変更され

た 8）。更に 1999 年より 500 人分の検体をプールし、

それを試料とした核酸増幅検査（NAT:Nucleic acid 

Amplification Test）が開始され、現在では輸血によ

る肝炎ウィルスの感染が起きる可能性は極めて低く

なっている。

　今回、東京八重洲歯科クリニックの HBs 抗原陽性

率は年齢分布では 60 歳代にピークを迎え、平成 15

年度三鷹市肝炎検診集計、厚生労働省平成 14 年度版

肝炎ウィルス検診、および第 15 回全国原発性肝癌追

跡調査報告の実績に経過年数を加えたものとそれぞ

れ同様な傾向を示した 9）－ 12）。これは現在のわが国

で HBV キャリアの新規発生がきわめて稀に過ぎない

とする過去の報告 12）に準じた結果といえる。東京歯

科大学のデータと比べ HBs 抗原陽性率が低かったの

は、クリニック受診患者が若年層の占める割合が多

いことが影響したものと考えられた。

　また、東京八重洲歯科クリニックの HCV 抗体にお

いて陽性率は東京歯科大学のデータとほぼ同様であ

り、年齢が高くなるにつれ陽性者が多くなる傾向を

示した。これは、C 型肝炎の発見および検査方法が

確立する以前に輸血や不適切な医療器具を使用した

ためと考えられた。実際にクリニックの 30 歳代 ~40

歳代の HCV 抗体陽性患者には刺青が原因と考えられ

る患者が 2 名含まれている。

　肝炎ウィルスは肝臓以外の臓器や組織に障害を引

き起こすことがあり、これらを総称して肝外病変と

呼ぶ 13）。そのなかでも、歯科医師にとって重要な疾

患に HCV が発症に関連するといわれている扁平苔癬

が挙げられる。扁平苔癬患者の 30~60％に C 型肝炎

を合併しているという報告がある 13）14）。肝外病変は

ウィルス感染を契機にしてウィルス自身あるいは宿

主の免疫応答などが関与しておこるとされているが、

発生機序は明らかではない。一方、肝機能の減少と

ともに血小板数の減少、血液凝固因子の産生低下に

より出血傾向を生じることが知られている。扁平苔

癬あるいは歯肉出血が止血しにくいなどの臨床症状

が認められた場合に HCV 感染の可能性を疑い、血

液検査あるいは内科受診を勧め、適切な内科的治療

を受けさせることが歯科医師の重要な役割と考える。

特に HCV キャリアは高率に肝硬変や肝細胞癌へ移行

することが明らかにされており、早期にインターフェ

ロンなどの治療を行うことでウィルスの除去や肝細

胞癌への移行を遅らせることが可能である。

　現在の歯科診療では患者の全身状態を把握するの

図 1　HBs 抗原陽性者年齢分布 （東京八重洲歯科クリニック）

図 3　　HBs 抗原陽性者年齢分布 ( 東京歯科大学 )

図 2　HCV 抗体陽性者年齢分布 ( 東京八重洲歯科クリニック )

図 4　HCV 抗体陽性者年齢分布 ( 東京歯科大学 )

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

0

2

4

6

8

10

12

20歳代30歳代40歳代50歳代60歳代70歳代80歳代

0

2

4

6

8

10

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

20　　30　　40　　　50　　60　　70　　　80 （歳代） 20　　30　　40　　　50　　60　　70　　　80 （歳代）

20　　30　　40　　　50　　60　　70　　　80 （歳代） 20　　30　　40　　　50　　60　　70　　　80 （歳代）

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

12

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

16
14
12
10

8
6
4
2
0

65-68



68

に問診に頼っている部分が大きい。しかしながら患

者自身が感染者であることを自覚していないケース

があり、問診のみでは不十分な場合が存在する。また、

一般歯科診療所も大学病院と同様に感染症患者が受

診している。　

　それゆえに、歯科治療前に感染症検査を実施する

こと、同時にスタンダードプリコーションの徹底が

二次感染予防の観点からも重要である。　　　　　

　　しかし、同クリニックで実施している感染症検

査を一般歯科診療所に浸透させるには、歯科医師が

簡易検査キットの応用を含めた感染症検査に対する

積極的な意識改革の必要性がある。
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調査・統計

ドライマウスの臨床統計的検討

—広島大学病院ドライマウス外来の診療—
北川雅恵 1)*、新谷智章 1)、小川郁子 1)、栗原英見 1),2)

1）広島大学病院口腔検査センター

2）広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学

抄　録

　我が国では高齢化、社会心理的ストレスの増加に伴い、ドライマウスを訴える患者が増

えている。唾液には多くの働きがあり、分泌量の低下は口腔内の様々な疾患の誘因となり、

生活の質の低下を招く。我々は広島大学病院ドライマウス外来を受診した 108 人の患者

を対象に年齢、性別、主訴、薬剤服用の有無、全身疾患、唾液分泌量、ドライマウスの原

因について臨床統計的検討を行った。受診者は男性 21 人、女性 87 人で、70 歳代が男女

ともに最も多かった。主訴は口腔乾燥・口渇を訴える患者が最も多く、舌痛症や味覚異常

と続いた。薬剤服用者は 78％で、全身疾患では精神・神経疾患を有する患者が最も多かっ

た。唾液分泌量の低下は 50% にみられ、シェーグレン症候群と診断された患者は 11.1%

であった。これからの歯科では唾液量が低下することで起こる口腔や全身の障害を予防す

るために、唾液検査によるドライマウスの早期発見・治療という新しい取り組みが必要と

される。

キーワード：dry mouth, Sjögren’s syndrome, gum test

論文受付：2009 年 12 月 28 日　論文受理：2010 年 2 月 12 日

緒　言

　ドライマウスとは「口腔粘膜の乾燥や保湿度の低

下をきたしている病態」を指すが、実際には「唾液

分泌量低下に伴う口腔乾燥の感覚の訴え」として一

般的に定義されている１）。我が国では高齢化や医療

の高度化、社会心理的ストレスの増加に伴い、ドラ

イマウスを訴える患者は増加し、約 800 万 ~3,000

万人と推定されている２）。

　唾液には多くの働きがあり、分泌量の低下は口渇、

舌痛、味覚異常、口腔内違和感、嚥下困難、口臭、

う蝕の多発、歯周病の悪化など様々な病変・症状と

関連し、生活の質（QOL）の低下を招く。

　ドライマウスの原因は唾液分泌低下型と蒸発型に

大きく分類され、低下型には唾液腺障害性と自律神

経伝達障害性とがある。また、シェーグレン症候群

と非シェーグレン症候群とに分類することもできる
３）。高齢者では全身疾患や生活習慣、心理的背景に

よってドライマウスを生じやすい状態にあり、原因

が複合することもある。原因の特定には問診と唾液

検査が重要であるが、それには長い時間を要し、保

険適用外であることからドライマウス患者は検査さ

れずに診断・治療が行なわれていることが多い。

　広島大学病院口腔検査センターでは、2006 年 4 月

より「ドライマウス外来」を開設し、ドライマウス

の検査・診断・治療を行なっている。今回、本院の

ドライマウス外来を受診した患者の臨床統計を行な

うとともに、ドライマウスの診断における唾液検査

の有用性を示した。

＊：〒 734-8551 広島市南区霞 1-2-3

TEL：082-257-5726　FAX：082-257-5726

e-mail: mhiraoka@hiroshima-u.ac.jp
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材料および方法

1. 調査対象

調査対象は 2006 年 4 月から 2009 年 3 月までに広

島大学病院口腔検査センター ドライマウス外来を受

診した 108 人とした。

2. 調査方法

　1）性別および年齢、2）主訴、3）薬剤服用の有無、4）

全身疾患、5）唾液分泌量、6）ドライマウスの原因

の集計を行なった。

結　果

1） 性別および年齢

　受診者は男性 21 人、女性 87 人で、男女比は 1 対

4 であった。年齢は男女共に 70 歳代の受診者が最も

多く（図１a）、受診患者の 66 % が高齢者（65 歳以上）

で占められていた（図１b）。

2） 主訴

　口腔乾燥および口渇を主訴とする患者は 47.2% と最

も多く、次いで舌痛症 17.6% であり、その他には味覚

障害 11.1%、口腔内違和感 9.3％、唾液のネバネバ感

7.4%、口臭 1.9%、難治性口内炎 1.9% であった（図 2）。

3） 薬剤服用の有無

　薬剤を服用している患者は 78%．服用していない

患者は 22% であり（図３）、精神科用薬、循環器用薬、

抗アレルギー薬、消化器用薬が多く用いられていた。

4） 全身疾患

全身疾患を有する患者は 92 人（85%）で、内訳は精神・

神経疾患が 25.9% と最も多く、次いで高血圧 24.0%、

図 1　性別および年齢　受診者は男性 21 人、女性 87 人。年
齢は男女共に 70 歳代の受診者が最も多かった（a）。受診患者
の 66 % が高齢者（65 歳以上）で占められていた（b）。
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図 2　主訴　口腔乾燥および口渇が 47.2% と最も多く、次いで
舌痛症、味覚障害であった。

図 3　薬剤服用の有無　薬剤を服用している患者は 78%．服用
していない患者は 22% であった。
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消化器疾患 13.8%、心疾患 11.1%、糖尿病 9.2% と続

いた（図 4）。

5） 唾液分泌量

　唾液分泌量は専用のガムを用い、10 分間の刺激唾

液量を計測した。正常値を 10 ml/10 分以上とし、10 

ml 以下を唾液分泌量低下とした。全調査対象者の刺

激唾液量の平均は、10.2 ± 5.0 ml/10 分であった。5 

ml 未満は 10 %、 5 ml 以上 10ml 未満は 40 %、10 ml

以上は 42 % で、50% に唾液分泌量の低下が認められ

た。8% は途中で検査が中断したため測定不可とした

（図 5a）。男女別では、唾液分泌量の低下は男性 38%、

女性 53% に認められた（図 5b）。5 ml 未満の患者の

うち 75% はシェーグレン症候群であった（図 5c）。

　

6） ドライマウスの原因

原因の分類は、問診内容と唾液分泌量を用いて行なっ

た。さらに、シェーグレン症候群の診断には抗 SS-A /

Ro 抗体または抗 SS-B /La 抗体の陽性所見も用いた。

原因の内訳は、シェーグレン症候群 11.1 %、非シェー

グレン症候群 88.9% であった（図 6a）。さらに、非

シェーグレン症候群では、心因性 50 %、薬剤性 12%、

咬合の問題が原因となっているものが 12% であった。

その他には高血圧や糖尿病などの基礎疾患によるも

の、口呼吸によるもの、複合型があった（図 6b）。

 

考　察

　近年、ドライマウス患者の増加が報告されており
４）－６）、当院においてもドライマウスの検査および治

療を希望する患者が増えている。2006 年 4 月から

2009 年 3 月までに当外来を受診した患者は 108 名

で、男女ともに 70 歳代が最も多く、女性は男性の約

4 倍で、これまでの報告とほぼ一致して高齢者の女性

が多くを占めていた４）－６）。受診率には性差がみられ

たが、唾液分泌量の低下は男性 38%、女性 53％に認

められ、やや女性に多い傾向にあるが、受診率にみ

られた有意差はなかった。従って、男性も女性と同

じ程度の割合でドライマウスを生じている可能性が

あるが、症状の自覚に乏しく、受診率が低いため早

期に発見されにくいことが推測される。

　唾液分泌量の低下は、口やのどの渇き以外にも

口腔に様々な症状を引き起こす。本結果からも、

30.6％が舌痛症や味覚障害、口臭などを主訴に受診

しており、これらの発症にドライマウスが関連して

いる場合のあることが改めて注目された。

　ドライマウスの治療に重要なことは、原因を正確

に把握することである。ドライマウスの原因はシェー

グレン症候群や薬剤性、心因性、全身疾患の影響、

咬合不良などさまざまであるが、問診と唾液分泌量

を調べることにより、その特定が可能になる。シェー

グレン症候群や薬剤性、全身疾患の影響では唾液分

泌量が低下する。特にシェーグレン症候群では、刺

激唾液量の低下が著しく、当センターで行なった

ガムテストで 5 ml/10 分未満の患者のうち 75% は

シェーグレン症候群であった。

　シェーグレン症候群は唾液腺や涙腺などの外分泌腺

が特異的に障害を受け、口や眼などの乾燥を主徴とす

る臓器特異的自己免疫疾患であるが、全身性の臓器病

精神・神経疾患

高血圧

消化器疾患

心疾患

糖尿病

高脂血症

甲状腺疾患

膠原病・自己免疫疾患

腎疾患

呼吸器疾患

0 　　5 　　　10 15 　　20　　　25　 30　（％）

図 4　全身疾患　精神・神経疾患が 25.9% と最も多く、次いで高血圧、消化器疾患であった。
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変を伴う自己免疫疾患でもある７）。膠原病に合併する

場合や原発性であっても悪性リンパ腫や原発性マクロ

グロブリン血症を発症することもあるため、早期発見

が重要と考えられる。我々のデータでは、シェーグレ

ン症候群と確定診断した患者のガムテストによる刺激

唾液量は、10 分間で 0~7 ml で基準値の 10 ml より

有意に低下していた。ドライマウスを自覚した場合、

最初に歯科を受診する可能性は高く、歯科でのガムテ

ストによるシェーグレン症候群のスクリーニングは有

用である。これまでの報告ではドライマウスの原因と

してシェーグレン症候群の割合は 6~13 % で、我々の

結果も 11.1 % とほぼ同様であった４) ５)。シェーグレ

ン症候群の総患者数は 1996 年の厚生省統計情報部の

資料では 42,000 人と見込まれているが８）、これまで

検査・診断が十分に行なわれていないことから実際に

はもっと多いことが推察される。

　薬剤や全身疾患の影響は問診時に薬や全身状態を詳

しく聞き、唾液量を調べることで明確になる。今回の

結果では受診者の 78 % は内服薬を常用しており、ド

ライマウスの原因の 11 % は薬剤性であった。また、

受診者の 85% は 1 つ以上の疾患を有しており、 9.3%

を全身疾患が原因と診断した。高齢者の増加に伴い、

薬剤や全身疾患の影響によるドライマウスは今後も増

えることが予想される。問診時により多くの情報を得

ることはドライマウスの早期診断に役立つと考える。

　ドライマウスの原因のうち咬合不良は、歯科で発

見し、解決しなければならない。我々の結果では、

咬合に問題を認めた患者は 12 % を占めた。ガムテス

トは咬合の問題を発見するひとつの方法としても有

用で、検査の際に咀嚼状況も確認しながら検査を行

なうと、患者の咬合状態を知る手がかりとなる。

　問診で上記の原因がない場合には、心因性を疑う必

図 5　唾液分泌量　5 ml 未満は 10 %、 5 ml 以上 10ml 未満は
40 %、10 ml 以上は 42 % であった。8% は測定不可（a）。男
女別では、唾液分泌量の低下は男性 38%、女性 53% に認めら
れた（b）。5 ml 未満の患者のうち 75% はシェーグレン症候群
であった（c）。

10mL 以上
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8％
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a b
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北川雅恵　ドライマウスの臨床統計的検討
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要がある。心因性の場合多くは、刺激唾液量の低下は

比較的少なく、安静時唾液量はやや低下する程度であ

るため、ドライマウスは見落とされやすい。我々の結

果では、精神・神経疾患を有する患者が 25.9 % 存在し、

全身疾患の中で最も多かった。さらに、睡眠導入剤や

抗うつ薬の常用者が多いことからもドライマウスと精

神的・心因的問題は深く関係している。問診で丁寧に

話を聞いていくと、心因性の原因を患者が語り始める

こともある。当院で心因性と診断した割合は 50% で、

伊藤らの報告５）が 20 % とされているのに比べて高い。

その理由には、我々が診断した心因性の中には、心療

内科や精神科を受診する必要のある精神疾患から、受

診の必要のないストレスによる軽度のものまでを含ん

でいるためと考えられる。

　ドライマウスには、唾液分泌低下が認められる場

合と認められない場合とがある。当院でのガムテス

ト結果では唾液分泌低下の認められない患者の割合

は 48% であった。これまでの報告でも、三輪ら４）は

63%, 伊藤ら５）は 21% としており、唾液分泌量の低

下はなくとも、乾燥を自覚する患者が多く存在して

いることが明らかである。柿木らは、唾液湿潤度検

査が口腔乾燥の自覚と乾燥の程度の指標として有用

であることを示している９）。

　唾液は歯や粘膜の保護、味覚の成立、咀嚼・嚥下

の促進、抗菌・抗ウイルス作用などの働きを有し、

口腔および全身の機能や健康維持に関与している 10）。

唾液量が低下することで起こる障害を予防するため

に、ドライマウスを早期に診断することは重要であ

る。しかしながら、ドライマウス患者が増加してい

るにもかかわらず、診断に有用な唾液検査は、歯科

医院ではほとんど行なわれていない。これからの歯

科では唾液検査によるドライマウスの早期発見・治

療という新しい取り組みが必要とされる。
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調査・統計
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川原 由里香 1)、草野義久 1)、劉　潁鳳 1)、杜　岩 1)、辛　承一 1)、井上　孝 1),3)

抄　録

　口腔粘膜疾患の診断には肉眼的所見からだけでは困難なことが多く、細胞診を行うこと

で、より精度の高い診断が可能となってきている。近年では、簡便な細胞採取が可能なシ

ステムが開発され、郵送検診を応用したチェアーサイドでの細胞診も可能となっている。

また、口腔がん検診プロジェクトとして、歯科医師会や行政と連携した検査としても広く

活用されはじめている。

　2005 年（平成 17 年）1 月から 2009 年（平成 21 年）12 月までの間に東京歯科大学

千葉病院臨床検査部で行った細胞診について、１）性別および年齢、２）部位、３）臨床

診断名、４）診断 (Class Ⅲ以上 )、５）外注検査の割合について集計を行い、次のような

結果を得た。１）受診者の性差は、男性 1,889 人、女性 1,784 人で、年齢は 3 歳〜 99 歳で、

男女ともに60歳代の患者が最も多かった。２）細胞の採取部位は、歯肉が最も多かった。３）

臨床診断名は腫瘍あるいは腫瘍疑いが最も多かった。４）細胞診の結果は Class Ⅲ〜Ⅴの

割合は、院内検体では 17.3％であった。また、外注検体でも 8.1％であった。５）外注委

託検査の割合は、4.7％であった。以上の結果から、歯科臨床における細胞診の有用性が

示唆された。特に、診断精度の高い標本作製が行える Thinlayer 法などに代表される新た

な細胞診キットによって一般歯科診療所における細胞診が更に普及することで、口腔癌の

みならず様々な口腔粘膜病変に対する早期かつ客観的な診断が得られるようになり、歯科

医療の質の向上が期待できることが明らかとなった。

キーワード：cytodiagnosis, oral mucosa, clinical statistics, thin-layer

論文受付：2010 年 1 月 19 日　論文受理：2010 年 2 月 12 日
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e-mail: murakami@tdc.ac.jp

歯科治療における細胞診の有用性

－東京歯科大学千葉病院臨床検査部における細胞診の統計－

　１）東京歯科大学千葉病院臨床検査部

　2）東京歯科大学歯科医学教育開発センター

3）東京歯科大学臨床検査学研究室

緒　言

　口腔粘膜疾患の診断には肉眼的所見からだけでは

困難なことが多い。特に白斑を呈するものや潰瘍の

形成を伴うものなどは扁平上皮癌との鑑別が重要で

あり、口腔領域においても従来から子宮頸癌の診断

として確立されているパパニコロウ染色による細胞

診が用いられている。細胞診は細胞採取が簡便で、

患者に対しても外科的侵襲が少ないのが特徴で、口

腔粘膜疾患の検査としても有用性が報告されてきた

が、従来の細胞採取法では、目標とする細胞を十分

な量（数）採取するためには、ある程度の経験と技

術が必要であった。標本の作製過程においても、塗
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抹の過程で術者によってバラツキが生じたり、乾燥

変性等の問題も少なくなかった。そこで近年では、

細胞の塗抹と検鏡における精度の向上を目的として

Thinlayer 法による細胞診が用いられるようになり、

口腔領域においても一般歯科診療所レベルで検診を

行うことができるシステムとして注目されるように

なった。また、2005 年からは歯科医師会、行政と連

携した口腔がん検診も実施され、歯科臨床での細胞

診の応用も行われるようになった。

　そこで今回、東京歯科大学千葉病院臨床検査部に

おいて 2005 年１月から 2009 年 12 月までに施行し

た細胞診および外注検査として受託した細胞診につ

いて臨床統計を行った。

材料および方法

1) 調査対象

　調査対象は 2005 年１月から 2009 年 12 月までに

東京歯科大学千葉病院において細胞診を施行した患

者 3,502 人および外注検査標本として受託した 171

名分の計 3,673 件とした。

2) 調査方法

　細胞診報告書台帳を参考に（１）性別および年齢、

（２）部位、（３）臨床診断名、（４）診断 (Class Ⅲ以上 )、

（５）外注検査の割合について集計を行った。

結　果

１）性別および年齢

　性差は男性が 1,889 名、女性が 1,784 名であった。

性差は各年度においても明らかな差は見られなかっ

た。（図１）年齢は 3 歳から 99 歳までで、60 歳代の

受診者が最も多かった。（図２）

２）部　位

　検体の採取部位としては、（１）歯肉が 1,333 件、

（２）舌が 1,064 件、（３）頬粘膜が 583 件の順に多かっ

た。これらの部位では全部位に占める割合は院内検

体、外注検体ともに同様の値を示したが、口蓋部と

口底部においては、院内検体は口蓋部が平均 9.5％、

口底部が平均 3.1％であるのに対し、外注検体では口

蓋部が平均 5.8％、口底部が平均 1.1％と低い値を示

した。（図３）

図 1　受診者数と性別

図２　年　齢

図 3　部　位

図 4　臨床診断名
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３）臨床診断名

　臨床診断名としては、院内検体では腫瘍（腫瘍疑い）

が 1,367 件と最も多かったが、外注検体では、最も

多いものが腫瘍（腫瘍疑い）と白板症（白板症疑い）

で同数（38 件）であった。不記載に関しては、院内

検体が平均 5.9 ％であるのに対し、外注検体では平

均 18.4 ％と高い値を示した。（図４）

４）診断 (Class Ⅲ以上 )

パパニコロウ分類による Class Ⅲ以上の診断がついた

検体の割合は、院内検体では 17.3 ％（605 件）であっ

たのに対し、外注検体では 7.6 ％（13 件）であった。

５）外注検査の割合

　全数 3,673 件で、外注検査の占める割合はとして

は 4.7 ％（171 件）であり、性差は男性 84 名、女性

87 名であった。

考　察

　Thin-layer 法 は 子 宮 頸 部 細 胞 診 に お い て liquid 

based cytology (LBC) の一つとして米国で主流と成り

つつある方法である。LBC は婦人科細胞診自動化の

研究過程において、標本作製精度を向上させること

を目的に 1990 年代に確立された技術である。LBC

により適正標本が増え、診断精度が向上すると報告

されている１)。米国における婦人科細胞診では、LBC

による Thin-layer 標本の比率が年々高くなり、現在

では約９割を占めるに至っている。本邦でも LBC を

子宮頸部細胞診に導入する施設は増えつつある。ま

た、子宮頸部以外においても乳腺、甲状腺、肺およ

び口腔などで応用され始めている２)—４)。本学にお

いても Conventional 標本による細胞診に加え、お

もに外注受託検査としての細胞診には SurePathTM 

preservative fuid（Becton, Dickinson and Company, 

USA） を 用 い た Thin-layer 法 を 導 入 し て い る。

Thinlayer 法で作製した標本は、背景となる細胞が少

なく目的とする細胞を鮮明に見分けることが可能と

なる（図５）。しかし一方で、癌が疑われる症例では、

背景となる細胞の存在が診断の有用な情報源となる

ことから、診断には熟練を要することも少なくない。

　細胞診は組織侵襲が少なく、患者への負担の少ない

検査と言われているが、今回の結果においても受診

者の年齢構成は 3 歳から 99 歳までと幅広く行われて

いた。標本の採取部位で、口蓋部と口底部においては、

院内検体は口蓋部が平均 9.5％、口底部が平均 3.1％

であるのに対し、外注検体では口蓋部が平均 5.8％、

口底部が平均 1.1％と低い値を示した。これは、一般

歯科診療所と口腔外科を有する大学病院としての疾

患構成の違いによることが考えられた。口底や口蓋

部の病変では、一般歯科診療所より耳鼻科診療所を

受診する患者も少なくない。また、近年の病診連携

システムの緊密化も手伝って、一般歯科診療所を受

診しても検査の段階から大学病院を受診する患者も

増えている可能性が示唆された。その他の一般歯科

診療所からの外注検査の特徴は臨床診断名にも認め

られた。臨床診断名の不記載が 18.4％と院内検体の

約３倍多かった。細胞診や病理組織診断では、臨床

診断名はチェアーサイドからの情報として不可欠な

ものであり、正確な診断のために有用な項目であり、

記載されていることが望ましい。これらの検査に関

するマニュアル化は今後の課題である。

図 5　同一検体に対する Thin-layer 法標本（左）と coventional 法標本（右）の比較

村上　聡　歯科治療における細胞診の有用性
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　外注検査の割合は全体の 4.7% に過ぎなかったが、

パパニコロウ分類による Class Ⅲ以上の診断がついた

検体の割合はそれらの 8.1％であったことからも、特

に一般歯科診療所における細胞診の実施は口腔粘膜

疾患の鑑別のみならず口腔癌の早期発見にも有用で

あることが示唆された。

　本学口腔外科学講座では、1992 年から千葉市歯科

医師会および千葉市と共同で口腔がん検診を実施し

ている。2005 年までの 13 年間に 1,803 名を検診し、

口腔癌の発見率は 0.11％であった。2005 年からは

Thin-layer 法に統一し、モデル事業として歯科医師会

と行政とともに一般歯科診療所レベルで検診を行う

ことができるシステムを構築した４）。このようなモデ

ル事業に代表されるように、歯科医師の細胞診に対

する知識、理解が深まると同時に、検体採取や標本

作製時のテクニカルエラーが少なく診断精度の高い

Thin-layer 法を用いた細胞診がより普遍的に行われる

ことによって、歯科臨床での検査の有用性を実証し

て行くことで、口腔癌のみならず様々な口腔粘膜病

変に対する早期かつ客観的な診断が得られるように

なり、歯科医療の質の向上が期待できることが示唆

された。
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抄　録

目的：長栄歯科クリニックでは、歯科心身症が疑われる患者に対し、自律神経機能検査を

行っている。今回我々は、歯科心身症の痛みや慢性不快症状が自律神経機能に与える影響

を心拍変動に対する周波数解析を用いて検討した。

方法：2008 年 7 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までに長栄歯科クリニックにて痛みや慢

性不快症状を有する歯科心身症が疑われた 50 人を対象とした。自律神経機能検査には、

APG ハートレータ－ SA-3000P（東京医研）を用いた。

結果：歯科心身症患者における自律神経の活性度は、健常人と比較して全体的に有意な低

下が認められた。歯科心身症患者における副交感神経の活動は、健常人と比較して有意な

低下が認められた。歯科心身症患者における自律神経活動のバランスは、健常人と比較し

て明らかな有意差は認められなかった。

結論：歯科心身症の痛みや慢性不快症状が自律神経の副交感神経を低下させ、自律神経活

性の全体的な低下が認められたことが示唆された。

キーワード：psychosomatic disorders in dentistry, autonomic nerve system, heart rate

論文受付：2010 年 2 月 22 日　論文受理：2010 年 3 月 1 日
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歯科心身症患者における自律神経機能の評価

－心拍変動に対する周波数解析を用いた検討－

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室

2) 長栄歯科クリニック

緒　言

　近年、顎顔面口腔領域に慢性疼痛や不定愁訴を呈す

るいわゆる歯科心身症患者が増加していることが報

告されている 1） 2）。一般に歯科受診の動機は、「痛み」

が 60％といわれ、そのうちの 5~10％が歯科心身症

に相当すると推測され、代表的な疾患に舌痛症、非定

型歯痛、顎関節症などが挙げられる 3）。一方、慢性疼

痛の発生と維持には、自律神経活動を司る交感神経が

密接に関与していることが報告されている 4） 5）。痛み

による自律神経機能の変化を客観的に評価すること

は、痛みの発生や遷延に自律神経がどのように関与し

ているかを推定することにつながるといえる。近年、

様々な自律神経機能検査が臨床の場で使用されてい

るが 6）、その中に脈波から心拍変動を記録し、周波

数解析を行い、自律神経機能を評価する APG ハート

レータ－ SA-3000P（東京医研）がある。今回我々は、

顎顔面口腔領域に慢性疼痛や不定愁訴を呈するいわ

ゆる歯科心身症が疑われる患者に対し、APG ハート

レータ－ SA-3000P を用い、自律神経機能を評価し、

歯科心身症が自律神経機能に与える影響を検討した。

対象および方法

　2008 年 7 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までに、

長栄歯科クリニックにて歯科心身症が疑われ、自律
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神経機能検査を行った 50 人を対象とした。被験者の

性差は、男性 7 人、女性 43 人で、平均年齢は 49.7

± 14.7 歳（26~85 歳）であった（図 1）。また、対

照群として、特記すべき既往歴や合併症を有さず、

かつ、顎顔面口腔領域に慢性疼痛や不定愁訴を認め

ない 15 人の健常人で行われた。患者と対照群の間に

平均年齢において有意差はなかった。対照群の性差

は男性 2 人、女性 13 人で、平均年齢は 45.0 ± 11.3

歳（28~62 歳）であった。

　自律神経機能検査には、APG ハートレータ－ SA-

3000P を用いた。検査には、10 分以上の仰臥位安静

とした後で、非観血的連続動脈圧（示指で測定）を、

自発呼吸下にて 5 分間測定し、心拍変動に対する周

波数解析を施行した。

　自律神経機能を評価する指標としては、以下の諸

指標を用いた。自律神経の全体的活動度の指標とさ

れる全周波数帯心拍変動パワー（TP-RRI）、交感神

経と副交感神経の活動を同時に反映する指標とされ

る低周波数帯心拍変動パワー（LF-RRI）、副交感神経

の活動に対する指標とされる高周波数帯心拍変動パ

ワー（HF-RRI）、交感神経活動と副交感神経活動のバ

ランスの指標とされる低周波数帯心拍変動パワー /

高周波数帯心拍変動パワー比（LF/HF-RRI ratio）を

用いた。測定結果は平均値±標準偏差で表わし、統

計学的検討には、繰り返しのない一元配置の分散分

析（ANOVA）を用いた。検定の有意水準は P<0.05、

P<0.01 とした。

結　果

　歯科心身症患者における自律神経活動を示す各指

標の測定結果を表 1 に示した。

①自律神経の全体的活動度（TP-RRI）

　歯科心身症患者の TP-RRI の平均値は 581.72 ±

540.82 ミリ秒 2 であり、健常人の TP-RRI の平均値

は 1,211.21 ± 861.88 ミリ秒 2 であった。ドライア

イ患者以外の歯科心身症患者における TP-RRI は、健

常人と比較して有意な低下が認められた（表 1）。歯

科心身症患者群 50 人と健常人対照群 15 人の TP-RRI

の分布を図 2 に示した。

表 1　各指標の測定結果

顎関節症 舌痛症 口腔乾燥症 非定形歯痛 ドライアイ 味覚障害 健常人対照群
(n=23) (n=21) (n=19) (n=15) (n=8) (n=3) (n=15)

TP-RRI （ミリ秒 2） 669.13

± 545.44**

880.61

± 636.47**

534.48

± 525.57**

606.89

± 566.03**

1014.73

± 590.38

1039.05

± 793.65*

1211.21

± 861.88
LF-RRI （ミリ秒 2） 194.11

± 199.70

363.27

± 213.93

183.91

± 198.97

186.74

± 179.40

276.70

± 177.76

279.15

± 235.57*

303.51

± 210.00
HF-RRI（ミリ秒 2） 209.94

± 200.75*

236.84

± 211.49*

145.97

± 132.00*

292.83

± 483.25

322.08

± 272.42

367.60

± 307.37

433.63

± 548.77
LF/HF-RRI 1.65

± 1.77

1.34

± 1.04

1.30

± 0.97

1.95

± 1.89

0.99

± 0.52

0.75

± 0.46

1.03

± 0.53
平均値±標準偏差で表記 . *P <0.05、 **P <0.01 v.s. 健常人対照群
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図 1　歯科心身症患者
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図 2　TP-RRI の分布
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②交感神経と副交感神経両方の活動の指標（LF-RRI）

　歯科心身症患者の LF-RRI の平均値は 174.22 ±

192.56 ミリ秒 2 であり、健常人の LF-RRI の平均値

は 303.51 ± 210.00 ミリ秒 2 であった。健常人と比

較して、味覚障害患者で有意な低下が認められたが、

歯科心身症患者群全体では、明らかな有意差は認め

られなかった（表 1）。

③副交感神経活動の指標（HF-RRI）

　歯科心身症患者の HF-RRI の平均値は 174.19 ±

182.73 ミリ秒 2 であり、健常人の HF-RRI の平均値

は 433.63 ± 548.77 ミリ秒 2 であった。健常人と比

較して、顎関節症患者、舌痛症患者、口腔乾燥症患

者で有意な低下が認められた（表 1）。

④交感神経活動と副交感神経活動のバランスの指標

（LF/HF-RRI）

　歯科心身症患者の LF/HF-RRI の平均値は 1.51 ±

1.56 ミリ秒 2 であり、健常人の LF/HF-RRI の平均値

は 1.03 ± 0.53 ミリ秒 2 であった。健常人と比較し

て、歯科心身症患者群で明らかな有意差は認められ

なかった（表 1）。歯科心身症患者群 50 人と健常人

対照群 15 人の LF/HF-RRI の分布を図 3 に示した。

考　察

　歯科心身症患者における自律神経の全体的活動度

を示す指標（TP-RRI）は、健常人と比較して有意

に低下していた。また、副交感神経活動を示す指標

（HF-RRI）は、顎関節症患者、舌痛症患者、口腔乾燥

症患者で健常者と比較して有意に低下していた。しか

し、交感神経・副交感神経両方の活動を示す指標（LF-

RRI）は、健常者と比較して明らかな有意差は認めら

れなかった。慢性疼痛疾患患者における自律神経活動

を評価した報告 6）で、自律神経の全体的活動度、特

に副交感神経活動が有意に低下している要因として、

慢性疼痛疾患患者の身体的活動度の低下が反映され

た可能性があることを推測している。歯科心身症患者

の痛みや慢性不快症状が、身体的活動の低下に反映さ

れ、自律神経の全体的活動度、特に自律神経の副交感

神経の低下を引き起こしたことが示唆された。

　歯科心身症患者における交感神経活動と副交感神

経活動のバランスを示す指標（LF/HF-RRI）は、健常

者と比較して、若干の増加傾向が認められたが、明ら

かな有意差はなかった。慢性疼痛疾患患者における自

律神経活動のバランスを評価した報告 7）で、ほぼ同

様の結果を得ていることから、副交感神経活動の低下

があっても歯科心身症患者が必ずしも交感神経優位

ではないことが示唆された。

　今回、自律神経機能検査に使用した APG ハートレー

タ－ SA-3000P は、脈波から心拍変動を測定し、内

蔵された周波数解析ソフトにより、患者の自律神経活

動の状態と自律神経のバランスを評価することがで

きる。しかし、検査時の患者の精神的緊張度による影

響を受けることが報告されており 8）、検査のデータ解

析時にこの影響も考慮する必要があり、検査時にも歯

科用チェアで行うのではなく、壁の色や観賞植物を配

置するなどの精神的にも落ち着くような別室にて検

査を行うなどの配慮が必要であると考えられた。

　長栄歯科クリニックでは、歯科心身症患者に対し

て、薬物療法、星状神経節近傍照射、スプリント療法、

カウンセリング治療などを行っており、治療前後に自

律神経機能を測定している。今回の研究では、治療前

後での自律神経機能検査の測定結果を示していない

ので、治療が自律神経活動に与える影響を評価するこ

とは困難であった。今後は、治療開始前後での検討が

必要であると考えられた。

結　論

　歯科心身症患者における自律神経の全体的活動度

および副交感神経活動度の両者において、有意な低下

が認められたことから、歯科心身症患者の自律神経機

能は低下していると考えられた。痛みや慢性不快症

三輪恒幸　歯科心身症患者における自律神経機能の評価
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図 3　LF/HF-RRI の分布
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状を呈する歯科心身症患者は、原因が多岐にわたり、

診断に苦慮する。今回我々が行った歯科心身症患者

の自律神経機能を評価することは、検査方法の 1 つ

として有用である可能性が考えられた。

参考文献
1） 　北嶋禎治、古賀千尋、境野秀宣、亀山忠光、高向和宣：

当科における平成元年度と平成 10 年度のいわゆる口腔
心身症患者の検討、日歯心身、16：43-49、2001

2） 　木村有希、伊藤幹子、木村宏之、荒尾宗孝、伊藤隆子、
栗田賢一：当科における 2004 年度口腔心身症患者の臨
床統計的検討、日歯心身、21：1-7、2006

3） 　豊福　明：歯科口腔領域の慢性疼痛－歯科心身症を中心
に－、ペインクリニック、29：391-399、2008

4） 　小川節郎：慢性疼痛と交感神経活動、ペインクリニック、
23：831-838、2002

5） 　小川洋二郎、岩崎賢一：自律神経性の循環調節機能評価、
ペインクリニック、29：1633-1639、2008

6） 　廣瀬宗孝、細川豊史、大森美佐子、中川博美：Ⅱ．慢性
疼痛の診断に必要な知識 1．診断に役立つテスト 4）自
律神経系テスト、ペインクリニック、28：66-73、2007

7） 　後閑　大、加藤　実、小川節郎、小川洋二郎、岩崎賢一：
各種慢性疼痛疾患患者における自律神経活動の評価：心
拍・血圧変動に対する周波数解析を用いた検討、ペイン
クリニック、29：495-502、2008

8） 　後閑　大、加藤　実：脈波を用いた自律神経機能検査機器、
ペインクリニック、30：36-42、2009
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症例報告

インプラント埋入予定抜歯窩部に初発した悪性リンパ腫の 1 例

－インプラント治療における病理組織診断の重要性－
吉村治範 1) ＊､ 和田義行 1)､ 黒江敏史 1)

石田昇平 1)、伊藤文敏 1) 、田嶋雄大 2)、辻　司 3)、松沢耕介 1)

1）北海道形成歯科研究会

2）田嶋歯科医院

３）函館中央病院歯科口腔外科

＊：〒 072-0007 北海道美唄市東６条北１丁目1-1

TEL：0126-68-8860　FAX：0126-68-8861　

e-mail: harunori@eve.ne.jp

抄　録

目的 : 今回我々はインプラント埋入予定部位の抜歯窩に初発した悪性リンパ腫の１症例を

経験し、インプラント治療における抜歯窩精査の重要性を再認識したので報告する。

症例の概要 : 患者は 66 歳の女性。予知性が低く、抜歯後骨造成しインプラント埋入を予

定していた。11、21 および 13 部の周囲歯肉は腫脹し、動揺も著しく保存不可能と判断

され、抜歯および根尖部摘出物の病理組織検査を施行した。

結果 : 採取された検体を病理組織検査した結果、悪性リンパ腫と診断され、函館中央病院

に紹介した。放射線療法により腫瘍は緩解し、２年４か月経過するが経過良好である。現

在上顎欠損部は、悪性リンパ腫発見前に埋入したインプラントをアンカーとしたオーバー

デンチャーで機能と審美を回復している。

結論 : インプラント治療を安心安全に行うためには、術前診査診断において常に最善を尽

くす必要があり、インプラント治療での病理組織診断は今後益々重要視されるものと考え

られる。

キーワード：malignant lymphoma, extraction socket, implant treatment, pathological diagnosis

論文受付：2010 年 1 月 13 日　論文受理：2010 年 2 月 21 日

緒　言

　抜歯窩にインプラントを埋入するタイミングは、

抜歯即時 ( 新鮮抜歯窩 ) 埋入、早期 ( 抜歯窩軟組織治

癒後 ) 埋入、抜歯窩の部分的な骨治癒後埋入、遅延 ( 抜

歯窩の完全な骨治癒後 ) 埋入の４つに分類されてお

り、特に審美的結果が求められる上顎前歯部症例で

は、抜歯即時や抜歯後早期にインプラント埋入手術

や骨造成術が計画される。しかし抜歯窩は常に正常

に治癒するとは限らず安易な抜歯即時埋入や骨造成

は注意が必要である。今回我々は、インプラント埋

入予定部位の抜歯窩に初発した悪性リンパ腫の１症

例を経験し、インプラント治療における抜歯窩精査

の重要性を再認識したので報告する。

症例の概要

患者 : 66 歳の女性

初診日 : 2006 年 9 月

主訴 : 左側上顎側切歯と左側上顎犬歯の痛み

既往歴 : 特記事項なし
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現病歴 : 

　約 20 年前に上顎前歯部の補綴処置を施行し、経過

良好であったが、2005 年から左側上顎前歯部歯肉に

腫脹消退を繰り返していた。

現　症 : 

全身所見 : 特記事項なし

口腔内所見 : 

　上顎前歯ブリッジの支台歯である 22 は破折し、ブ

リッジは動揺していた。23 は動揺し、唇側歯肉は退

縮し根尖部に腫脹が認められた。また 24、25、26

および 46、47 は欠損していたが、患者は違和感の

ため義歯を装着していなかった（図１）。

X 線所見 : 

　上顎前歯部ブリッジの支台歯である 22 および 23

の歯根周囲骨には透過像が認められ、上顎前歯ブリッ

ジの支台歯 22 はメタルコアが脱離し残根状態であっ

た（図２）。

臨床診断 :

　22 歯根破折、23 急性化膿性辺縁性歯周炎

処置および経過 : 

　２２および２３を抜歯し、患者は咀嚼機能改善の

ためインプラント補綴を希望したので、2007 年 1

月、46、47 部にインプラントを 2 本埋入し、さらに

2007 年 3 月には 23、26 部にインプラントを 2 本

埋入した ( 図 3)。安静期間をもうけた後、46、47 イ

ンプラントにプロビィジョナルクラウンを装着し右

側大臼歯部での咬合支持を確保した。23 と 26 に埋

入したインプラントは上顎オーバーデンチャーの支

持に用い審美および咬合機能を回復させた。2007 年

6 月、抜歯後骨造成しインプラント埋入手術を予定し

ていた 11、12 の動揺が著しくなり、周囲歯肉に腫

脹も認められ、また X 線所見においても初診時と比

較して明らかな歯根周囲骨梁の減少がみられたため、

腫瘍性病変が疑われた。消炎処置を施し、2007 年 7

月、11、12 および 13 を抜歯した。抜歯窩からは黄

色ゼリー状の病変が採取されたため、外部検査会社

に病理診断を依頼した。報告によれば、摘出物は骨

組織の破壊を伴い、広範でびまん性の浸潤増殖を示

していた。腫瘍細胞は、好塩基性でくびれの目立つ

核を有する大型のリンパ球様細胞で、モノトーンな

増殖からなっていた ( 図４)。免疫染色の結果で、腫

瘍細胞は B 細胞系マーカーである CD79a、L26（CD20)

に陽性であったことなどから、びまん性大細胞性リ

ンパ腫（diffuse large B-cell lymphoma）と診断された。

直ちに函館中央病院歯科口腔外科を紹介し、函館中

央病院血液内科において全身精査がなされた結果、

Stage IE ( リンパ節以外の１臓器に限局した病変　

Ann Arbor 臨床分類 ) と診断された。 2007 年 8 月 3

図１　初診時口腔内所見　臼歯部での咬合支持が得られず、上
顎前歯ブリッジが突き上げられている。

図２　初診時オルソパントモ X 線所見
22 および 23 の歯根周囲骨には透過像が認められ、22 はメタ
ルコアが脱離し残根状態。

図３　11、12、13 抜歯前 X 線所見
初診時と比較し明らかに #11、#12 および #13 歯根周囲骨梁
の減少が認められる。
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日から同年 8 月 30 日までの期間に、市立函館病院放

射線科において、外照射 40Gy/20fr による Radiation 

Therapy が施行された。2009 年 11 月現在、放射線

療法より 2 年 3 か月経過するが、腫瘍の再発は認め

られない。上顎欠損部は、悪性リンパ腫発見前に埋

入した 23、26 部のインプラントをアンカーとした

オーバーデンチャーを用いて機能と審美を回復して

いる ( 図５、図６)。

考　察

　悪性リンパ腫の発生頻度は 10 万人に９名程度と稀

な疾患ではあるが、頭頸部が好発部位であることか

ら、歯科領域においても粘膜癌以外の悪性腫瘍とし

て遭遇する可能性は稀ではない１）。上顎では鼻、副

鼻腔が好発部であり、上顎洞および篩骨洞に初発す

るものが大部分を占めると報告されている２）。しか

し、メインテナンス中にインプラント周囲に扁平上

皮癌が発生した症例などの報告もあり 4）5）、臨床医は

インプラント治療の術前、術中、術後の全ての段階

において慎重な対応が求められる。インプラント治

療での病理組織診断は今後益々重要視されるものと

考えられる。今回のように上顎歯槽部を初発とする

悪性リンパ腫の報告も３）少なくはなく、普段の臨床

においても十分に危険性を留意すべきである。今後、

治療時間の短縮のために、多くの症例で抜歯即時埋

入インプラントが用いられると推察される。しかし、

根尖などに病変が認められる場合は検体検査を然る

べく手段により行うべきと考える。

参考文献

1）　清水正嗣、小浜源郁（共編）： 口腔癌「診断と治療」、デン
タルダイヤモンド社 、東京、328-335、1989 

図４　病理組織所見 (H-E 染色 ) 
大型で不規則な形状を示すリンパ球様細胞が濾胞構造などの特徴的な構造をとらずに瀰漫性に浸潤増殖している。卵円形でくびれ
の目立つ塩基好性細胞核を示す。

図５　放射線療法後 2 年 3 か月の口腔内所見
腫瘍が初発した右側上顎前歯部の顎堤粘膜は良好で、23、26
のインプラントを支持としたオーバーデンチャーにより審美と
咬合機能を回復している。

図６: 放射線療法後 2 年 3 か月のパノラマ X 線所見
腫瘍が初発した右側上顎前歯部歯槽骨に異常な所見は認められ
ない。

吉村治範　インプラント埋入予定抜歯窩部に初発した悪性リンパ腫の 1 例
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第 2 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告

　 大会長　　：栗原英見

　 準備委員長：小川郁子

　 大会事務局：広島大学病院口腔検査センター

　 開催日時　：2009 年 10 月 4 日（日）　8：00 〜 16：45

　 場　所　　：広島大学　廣仁會館

「医歯連携の共通言語を探る！」

プログラム
8:00 受付開始

ポスター貼付 （10:00 まで）

8:55~9:00 開会挨拶（栗原 英見 大会長）

9:00~10:30 A 会場（廣仁會館大会議室）

シンポジウムⅠ 「歯周病を内科的に捉える」
  座長： 山根 公則 診療准教授（広島大学病院内分泌・糖尿病内科）

   中村 茂夫 先生（中村歯科医院院長）

 １．足本 敦 先生（医療法人ワイエイオーラルヘルスセンター）

  「臨床歯科医師と歯周病の検査」

 ２．高柴 正悟 教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野）

  「メタボリック症候群の検査に取り入れられるか？ 歯周感染の検査」

 ３．王 宝禮 教授（松本歯科大学歯科薬理学講座）

  「歯周病を抗菌薬で治すには何が必要か？」

10:30~11:00 A 会場（廣仁會館大会議室）

萌芽研究発表
 「MRI 画像の 3 次元構築とシミュレーションモデルの作成」

 二川 浩樹 教授（広島大学医歯薬学総合研究科口腔健康科学講座）

  座長：河口 浩之 准教授（広島大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野）

11:00~12:00 A 会場（廣仁會館大会議室）

特別講演
  「機能ゲノム科学の応用による歯周病の診断と分子標的治療」

 安孫子 宜光 教授（日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座）

  座長：栗原 英見 大会長
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12:00~13：00 C、D 会場（医学部第 1、２講義室）

ランチョンセミナー
 １.  インプラント治療のリスクマネージメント - 適応患者の拡大とインプラント周囲炎回避のために - 

  吉野 敏明 先生（医療法人社団誠敬会吉野歯科診療所歯周病インプラントセンター理事長）

   協賛 株式会社 ジーシー

 ２a.  明日から使える歯周病細菌抗体価検査

  永井 淳 准教授（福岡歯科大学口腔治療学講座歯周病態学分野）

  座長：長畑 光 先生（医療法人社団健口会長畑歯科医院院長）

   協賛 サンスター株式会社

 ２b.  ベラビューエポックス 3D のご紹介 -3D・パノラマ時代到来 -

  松本 亮平 氏（株式会社 モリタ製作所）

B 会場（廣仁會館中会議室）および１F ロビー

ポスター討論

14:00~16:00 A 会場（廣仁會館大会議室）

シンポジウムⅡ 「高齢者歯科治療における検査」
  座長： 和泉 唯信 先生（医療法人微風会理事長、徳島大学病院神経内科臨床教授 )

   小林 芳友 先生（財団法人江原積善会 積善病院 歯科診療部長）

 １．窪木 拓男 教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔機能制御学分野）

  「補綴治療の難易度を測定するプロトコルの信頼性の検討

    - エビデンスに基づく補綴診断をめざして -」

 ２．野首 孝祠 特任教授（大阪大学先端科学イノベーションセンター）

  「検査用グミゼリーを用いた咀嚼能力検査法の一般歯科治療における実態と展望」

 ３．津賀 一弘 准教授（広島大学大学院医歯薬学総合研究科先端歯科補綴学研究室）

  「簡便な舌圧測定装置による口腔機能検査」

 ４．北川 雅恵 助教（広島大学病院口腔検査センター）

  「ドライマウスから歯科治療を考える - 唾液検査の有用性と必要性 -」

16:00~16:30 A 会場（廣仁會館大会議室）

日本口腔検査学会総会
 会長挨拶

 優秀ポスター賞発表・表彰状授与

 次期大会長挨拶（安彦善裕　北海道医療大学教授）

16:30 閉会挨拶（小川 郁子 準備委員長）

14:00~15:00 広島大学医学部第１講義室

市民公開講座
 若さと健康は口の臨床検査から ~ おいしく食べて毎日を楽しく ~

 井上 孝 教授（日本口腔検査学会理事長、東京歯科大学臨床検査学研究室）
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○工藤 値英子 1)、成石浩司 2）3)、久枝　綾 2)、安孫子 宣光 3)、

小方頼昌 3)、島内英俊 3)、長澤敏行 3)、永田俊彦 3)、

沼部幸博 3)、野口俊英 3)、日野孝宗 3)、村上伸也 3)、

山崎和久 3)、吉村篤利 3)、前田博史 1)、高柴正悟 1）2）3)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分

野　2) 岡山大学病院歯周科　3) 日本学術振興会科学

研究費補助金基盤研究（A）研究班

P － 6 

妊婦における歯周病原細菌に対する血清抗体価の検索

○平野絵美 1)、杉田典子 1)、島田靖子 1)、岩永璃子 1)、

吉江弘正 1) 、菊池　朗 2)、笹原　淳 2)、田中憲一 2)

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生命科学

専攻 摂食環境制御学講座歯周診断・再建学分野　2）

新潟大学医歯学総合病院 産婦人科・周産母子センター

P － 7 

歯周炎患者における Porphyromonas gingivalis  に

対する抗体価と高感度 CRP の関連性

○ 本 田 朋 之、 宮 下 博 考、 米 澤 大 輔、 奥 井 隆 文、

梶田 - 奥井桂子、前川知樹、高橋直紀、伊藤晴江、

中島貴子、多部田康一、山崎和久

新潟大学超域研究機構

P － 8 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans  に対す

る血清 IgG 抗体価検査は歯周病型の診断に有用か？

○小川文野 1）、日野孝宗 2）、川村優人 1）、柴 秀樹 1）、

河口浩之 2）、栗原英見 2）

1）広島大学病院 歯周診療科　2）広島大学 大学院医

歯薬学総合研究科 先進医療開発科学講座

P － 9 

Molecular analysis of transition of oral bacterial fora 

in patients receivingbone marrow transplantation

○ Wael Amgad Hassan1）, Ichiro Tanimoto1）, 

Yoshihiko Soga1）, Norihiro Sonoi1）, Yuko Sugiura1）, 

Sumu Kokeguchi2）, Hiroshi Maeda1）, Shogo Takashiba1）

1)Department of Pathophysiology – Periodontal Science 

2)Department of Social and Environmental Sciences – 

Microbiology, Okayama University Graduate School of 

Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

一般演題（ポスター）
P － 1 

マイクロチップ基板による各種血中バイオマーカー

迅速検出デバイスの構築

○片岡正俊１）、八代聖基１）、山村昌平１）、板東美香２）、

木戸淳一２）、大家利彦３）４）

1）産業技術総合研究所健康工学研究センター・バイオマー

カー解析チーム　2）徳島大学大学院・ヘルスバイオサイ

エンス研究部歯周歯内治療学分野　３）産業技術総合研

究所健康工学研究センター・バイオデバイスチーム　４）

徳島大学大学院・ソシオテクノサイエンス研究部

P － 2 

歯周病バイオマーカーのマイクロチップ基板を用い

た測定と歯周病診断への応用

○木戸 淳一１）、片岡正俊２）、日野真美３）、板東美香１）、

廣島佑香１）、永田俊彦１）

１）徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

歯周歯内治療学分野　２）産業技術総合研究所健康

工学研究センターバイオマーカー解析チーム　３）

松山大学薬学部生化学研究室

P － 3 

歯肉溝のバイオマーカー検査の有用性について

○山本俊郎 1)、赤松佑紀 1)、大迫文重 1)、足立圭司 1）2)、

西垣 勝 1)、雨宮　傑 1)、喜多正和 3)、金村成智 1)

1) 京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科　

2) 京都府心身障害者福祉センター附属リハビリテー

ション病院歯科 3）京都府立医科大学大学病院医学

研究科免疫微生物学

P － 4 

歯周病診断装置の実現を目指したバイオマーカー検

出装置の開発

○山田圭佑 1）、大上 直人 1）、岩坂 博之 1）、南部敏之 2）、

木戸 淳一 3）

1）オムロン株式会社 技術本部 コアテクノロジーセン

タ　2）株式会社 松風 研究開発部　3）徳島大学大学

院 ヘルスバイオサイエンス研究部 歯周歯内治療学分野

 

P － 5 

歯周病スクリーニング検査としての歯周病原細菌に

対する指尖血漿 IgG 抗体価の有用性
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P － 10 

保存温度条件による歯周病関連細菌 DNA 測定コピー数の変動

○玉井 清子、近藤 寿恵、櫻 成子、柳沢 英二

株式会社ミロクメディカルラボラトリー

P － 11 

歯周治療反応性に影響を及ぼす因子に関するマルチ

レベル回帰分析による検討

○三辺正人 1）、原井一雄 2）、河野寛二 3）、相田　潤 4）、

野村義明 5）

1) 文教通り歯科クリニック　2) 松本歯科医院　3）

河野歯科医院　4）東北大学歯学研究科口腔保健発育

学講座　5）鶴見大学歯学部探索歯学講座

P － 12 

血清アディポネクチンと口腔状況との関連

○林田秀明１）、川崎浩二２）、古堅麗子３）、中里未央４）、

山崎浩則５）、前田隆浩４）、齋藤俊行３）

１）長崎大学病院総合歯科予防歯科室　２）長崎大

学病院地域医療連携センター　３）長崎大学大学院

医歯薬学総合研究科社会医療科学講座口腔保健学　

４）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科離島・へき

地医療学講座　５）長崎大学保健医療推進センター

P － 13 

インプラント埋入前の各種口腔検査

○福澤　智１)、藤井俊治１）２）３)、熊坂　士１)、片岡利之１)、

岡本俊宏１)、安藤智博１)

１）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室　

２）日本大学歯学部口腔外科学教室第一講座　３）

新潟再生歯学研究会

 

P － 14 

イ ン プ ラ ン ト 治 療 に お け る リ ス ク フ ァ ク タ ー の

明 確 化 ― 歯 周 病 関 連 細 菌 検 査 Porphyromonas 
gingivalis のfimA  遺伝子の分布―

○小田 貴士１）２）、安田 雅章１）２）、法月 良江１）２）、

佐々木 穂高１）２）、伊藤 太一１）２）、矢島 安朝１）２）

１）東京歯科大学口腔インプラント学講座　２）口

腔科学研究センター インプラント学研究部門

 

P － 15 

A case report  on detect ion of  predominant 

subgingival periopathogens around merged and 

submerged HA implants

○ Sultan Zeb Khan1)2), Nobuhiro Sasaki2), Ritsugo Hirose2), 

Takashi Inoue1)

1) Department of clinical pathophysiology, Tokyo 

dental college　2) Katsutadai dental clinic

P － 16 

口腔衛生 indicator としてのアンモニア測定とそのコ

ンパクト、簡便な測定器の開発

○植田秀雄１）、上田雅俊２）

１） 健康開発工房ミトレーベン研究所　２） 大阪歯科

大学歯周病学講座

P － 17 

口臭を主訴とする患者群の嗅覚レベルと各種簡易ガ

ス測定器による測定値との関係

○本田俊一１）２）

１） 医療法人ほんだ歯科　２） 藤田保健衛生大学医学

部微生物学教室

P － 18 

一般歯科診療所における HBV、HCV 感染症検査の統

計学的検討

○ 監 物 真 1)、 木 下 安 紀 子 2)、 三 輪 恒 幸 1)、

SultanZeb Khan1)、木村 裕 1)、松岡海地 1)、橋本和彦 1)、

松坂賢一 1)、井上　孝 1)

1）東京歯科大学臨床検査学研究室　2）東京八重洲

歯科クリニック

P － 19 　優秀ポスター賞

嫌気培養による根管内細菌検査の有用性

○北本泰子 1)、内田雄士 2)、日野孝宗 2)、柴　秀樹 1)、

河口浩之 2)、北川雅恵 3) 、小川郁子 3)、栗原英見 2)3)

1）広島大学病院 歯周診療科　2）広島大学 大学院医

歯薬学総合研究科 先進医療開発科学講座　3) 広島大

学病院 口腔検査センター

P － 20 

デンタルプレスケールと T-Scan Ⅲによる咬合力の測定

○木原琢也、二川浩樹、村山 長、牧平清超、玉本光弘、
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里田隆博、下江宰司、河原和子、笹原妃佐子

広島大学大学院医歯薬学総合研究科口腔健康科学講座

P － 21 

性別でみたグミゼリー咀嚼時における咀嚼時間とグ

ルコースの溶出量

小林義典 1)、○志賀　博 1)、勝山裕之 2)

1) 日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座　2)（株）

ロッテ中央研究所開発第一研究部キャンディ研究室

P － 22 

一般歯科医院における検査用グミゼリーを用いた咀

嚼能率検査法

○吉牟田陽子１）、野首文公子１）２）、野首孝祠１）２）、

横田和則２）、安井 栄２）、横田允宏２）、深水皓三３）、

吉田　実４）

１）大阪大学先端科学イノベーションセンター　２）

大阪府開業　３）東京都開業　４）兵庫県開業

P － 23 

全部床義歯装着患者における口腔感覚と咀嚼能率と

の関係

○池邉一典 1）、雨宮三起子 2）、森居 研太郎 2）、松田謙一 2）、

前田芳信 2）、野首孝祠 3）

1) 大阪大学歯学部附属病院咀嚼補綴科　2) 大阪大学

大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座　3) 大阪大

学先端科学イノベーションセンター

P － 24

摂食・嚥下障害児へのアプローチ - 評価法と対応について -

○玄 景華

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

P － 25 

簡易貼付型睡眠時ブラキシズム測定器を用いた補綴

科外来ならびに顎関節外来受診患者のブラキシズム

レベルに関する記述的研究

○水口　一、黒井隆太、川上　彩、松香芳三、窪木拓男

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再

生補綴学分野

P － 26  　優秀ポスター賞　

新規の口腔乾燥症診断用濾紙の開発とその応用

○磯村治男 1）、神田昌巳 1）、松﨑紘一 1）、南部　聡 1）、

小川 優 1）、坂本　亘 1）2）、松沢耕介 1）

1) 北海道形成歯科研究会　2) 藤女子大 福祉 ( ＱＯＬ )

研究所

P － 27 

唾液の日内変動 第 4 報 リアルタイム PCR 法による

細菌学的考察

○田中真喜、多田大樹、巻島由香里、田島祥子、

内田宏城、吉野敏明

吉野歯科診療所 歯周病インプラントセンター

P － 28 

高周波超音波を用いた口腔周囲組織の A モードエ

コー計測に関する研究

○石幡浩志 1）、白井隆光 2）、島内英俊 1）

1）東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座歯内歯

周治療学分野　2）株式会社ディー・エヌ・アイ

P － 29 

身体醜形障害のスクリーニング：歯科矯正外来と一

般歯科の比較

松岡紘史１）、○安彦善裕２）、齊藤正人２）、山崎敦永２）、

前崎有美１）、坂野雄二 3）

１）北海道医療大学病院　２）北海道医療大学個体差

医療科学センター　３）北海道医療大学心理科学部

P － 30 

口腔心身症における自律神経機能検査の有用性

○三輪恒幸 1）2）、亀井英志 2）、天神原 亮 2）、小笠原 岳洋 2）、

渡辺信一郎 2）、松坂賢一 1）、井上　孝 1）

1) 東京歯科大学臨床検査学研究室　2) 長栄歯科クリ

ニック

P － 31 

口腔腫瘍の病理組織検体切り出しへのマイクロ CT 画

像応用についての検討

○岡田康男 1）2）、大窪泰弘 1）、柬理賴亮 1）、長谷川 仁 1）、

森出美智子 1）

1）日本歯科大学 新潟生命歯学部 病理学講座　2）日

本歯科大学 新潟病院 臨床検査室

第 2 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
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P － 32 

非金属歯科材料にアレルギー反応を示した 3 症例

○北川雅恵 1）、新谷智章 1）、小川郁子 1）、栗原英見 1）2）

1) 広島大学病院 口腔検査センター　2) 広島大学大学

院 医歯薬学総合研究科 歯周病態学

P － 33 

歯肉増殖を Myeloperoxidase および CD68 免疫染色

で単球性白血病によるものと証明した一症例

○園井教裕 1）、曽我賢彦 1）、市村浩一 2）、青山一利 3）、

前田嘉信 3）、久枝　綾 1）、工藤 値英子 4）、難波尚子１）、

苅田典子 4）、杉浦裕子 4）、前田博史 4）、谷本光音 3）、

吉野　正 2）、高柴正悟 4）

1）岡山大学病院 歯周科 2）岡山大学大学院医歯薬学

総合研究科 病態制御科学専攻 腫瘍制御学講座 病理学

（腫瘍病理）分野　3）岡山大学大学院医歯薬学総合

研究科 病態制御科学専攻 腫瘍制御学講座 血液・腫瘍・

呼吸器内科学分野　4）岡山大学大学院医歯薬学総合

研究科 病態制御科学専攻 病態機構学講座 歯周病態学

分野

P － 34 

歯肉増殖を主症状とした IgG4 関連硬化性疾患の１例

○斎藤正人 1）、大西達也 1）、永易弘樹 1）、中山英二 2）、

安彦善裕 1）

1）北海道医療大学個体差医療科学センター 2）同歯

学部生体機能・病態学系歯科放射線学分野

P － 35 

歯周炎が原因と疑われた敗血症性肺塞栓症の２例

○渡部幸央、右田雅士、岡本聡太、工藤智也、吉野正裕、

村松 恭太郎、塩見周平、鈴木康之、重松司朗、

木住野 義信、福本　裕、大畠　仁

東京都立府中病院歯科口腔外科

P － 36 

粘膜血腫と迅速な血液検査で発見された特発性血小

板減少性紫斑病の１例

○右田雅士、塩見周平、岡本聡太、渡部幸央、工藤智也、

吉野正裕、村松 恭太郎、鈴木康之、重松司朗、

木住野 義信、福本　裕、大畠　仁

東京都立府中病院歯科口腔外科

日本口腔検査学会会員は、本学会ホームページ（http://www.jsedp.jp/) にて、第 2 回日本

口腔検査学会総会・学術大会の抄録を閲覧することができます（2011 年 3 月 31 日まで）。
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第２回日本口腔検査学会学術大会

優秀ポスター賞受賞によせて

＊：〒 734-8553 広島市南区霞 1-2-3

TEL：082(257)5663　FAX：082(257)5664　

e-mail: kykksnjhowata@hiroshima-u.ac.jp

北本泰子＊

広島大学病院歯周診療科

広島大学大学院医歯薬学総合研究科先進医療開発科学講座歯周病態学分野

　この度、第２回日本口腔検査学会学術大会におい

て、『嫌気培養による根管内細菌検査の有用性』の発

表に対して優秀ポスター賞を賜り大変光栄に感じて

おります。今回の発表内容が、標準化された質の高

い歯科医療を構築するための臨床検査に対する研究

として評価を頂いたのではないかと感じております。

　本研究内容は、根尖性歯周炎の原因である根管内

感染細菌が主としてグラム陰性偏性嫌気性菌である

ことに着目し臨床的に検討したものです。歯髄疾患

および根尖性疾患における歯内治療の最終段階であ

る根管充填は、根管内が無菌化された時点で実施す

べきであるといわれています。しかし、根管内感染

細菌の検査では、嫌気培養を用いた検査として汎用

化されたものがありませんでした。通常の細菌検査

における嫌気培養方法は、大きな嫌気培養装置が必

要となりますが、本研究で用いた根管内細菌嫌気培

養検査システムは、細菌の輸送用パックを応用した

簡便でチェアーサイドでの使用に適したシステムで

す。この検査システムの臨床的な有用性についての

報告は少なく、臨床的細菌検査として確立し、検査

に基づく歯科医療を行なう必要があると考えていま

す。研究成果から、細菌簡易培養検査のみの判定では、

根管内の細菌感染状態を十分に反映していないこと

が示されました。本研究で用いた根管内細菌嫌気培

養検査は偏性嫌気性菌の検出に優れておりその汎用

性も高いと考えられ、この検査システムは根管内細

菌検査として有用であるとの示唆を得ました。

しかし、研究結果からは細菌簡易培養検査によって

のみ検出された場合もあり、根管内細菌嫌気培養検

査だけでなく細菌簡易培養検査と併用することに

よって、根管内の細菌感染状態を把握できると考え

ています。また、根管内細菌嫌気培養検査は細菌簡

易培養と比較して検査結果が出るまでに時間がかか

るなどの課題もあります。臓器移植やガン治療など

の医科的治療開始前に、口腔内感染症の原因を早急

に取り除く必要性が求められているため、医歯連携

のためにも更に研究を進めていきたいと考えていま

す。

　最後になりますが、研究の場を与えていただきま

した広島大学大学院医歯薬学総合研究科栗原英見教

授、また、研究に御協力頂いた広島大学病院歯周診

療科ならびに口腔検査センターに心から感謝申し上

げます。

第 2 回日本口腔検査学会総会・学術大会報告
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第１章　総　則

( 名称 )

第１条　本会は日本口腔検査学会 (Japanese Society 

for Evidence and the Dental Professional) と称し、

略称を JSEDP とする。

( 事務所 )

第２条　本会は本部事務所を学校法人東京歯科大学

臨床検査学研究室内に置く。

( 目的 )

第３条　本会は口腔における臨床検査を広く歯科臨

床に応用することを念頭に置き、その学問と技術

を研究し、歯科医療の向上、国民の福祉向上を目

的とする。

( 事業 )

第４条　本会は前条の目的を達成するため次の事業

を行う。

　１)　総会の開催

　２)　学術大会の開催

　３)　オンラインジャーナルの配信

　４)　情報交換

　５)　国際交流

　６)　社会への啓蒙活動

　７)　その他、本会の目的達成に必要と認められる

事業

第２章　会　員

( 種類 )

第５条　本会は次の会員をもって構成する。

　１)　一般会員：本会の目的に賛同するもので、入

会手続きを完了した者

　２)　法人会員：本会の趣旨に賛同する企業で、理

事会の承認を得た者

( 入会 )

第６条　本会に入会を希望するものは、学会ホーム

ページ (www.jsedp.jp) 所定の申請フォームに記入

し申し込むものとする。また、入会金および１年

分の年会費を学会口座に振込み、学会事務局から

の確認メールをもって入会完了とする。

( 会費 )

第７条　会員は、総会で定める入会金および年会費

を納入しなければならない。

( 資格の喪失 )

第８条　本会会員は、次の事由により資格を失うも

のとする。

1) 退会届の提出をしたとき

2) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、

および会員である団体が消滅したとき

3) 継続して 3 年間会費を滞納したとき

4) 除名されたとき

第３章　役　員

( 種類 )

第９条　本会には、次の役員を置く。

　１)　理事長１名　２) 副理事長１名　３) 事務

局長１名　４) 理事若干名　

　２　任期途中で欠員を生じた場合は、理事会にて

対応を協議し必要に応じて補充を行う。

( 職務 )

第１０条　理事長は、本会を代表し会務を総理する。

２　副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あ

るときはその職務を代行する。

３　事務局長は、本会の運営に必要な事務を司る。

４　理事は、理事会を組織し会務の運営について

協議する。

　

( 選出 )

第１１条　役員の選出は、次の手順により行う。

日本口腔検査学会　会則
2008 年 8 月 23 日　施　行　
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　１)　理事長、副理事長、事務局長は、理事会にお

いて互選、総会において承認を得るものと

する。

　２)　理事は、一般会員の中から理事長が委嘱する

ものとする。

　　

( 任期 )

第１２条　役員の任期は 2 年とし、役員の再任は妨

げない。

第４章　会　議

( 種類 )

第１３条　本会は、理事長の招集により、次の会議

をもって運営する。

　　１)　総会

　　　（１）会員をもって構成し、会務の運営に必要

な事項の審議決定を行う。

　　　（２）総会の議長は、出席した会員の互選で決

める。

　　２)　理事会

（１）理事長、副理事長、事務局長、理事をもっ

て構成し、会務の運営に必要な事項を立

案し、審議決定をする。

（２）理事会の議長は、理事長が務める。理事

長が議長を務めることができないときに

は、副理事長が務める。

　　　　

　２　会議に要する会場費等は、事前に事務局と相

談し、会計担当理事、事務局長の承認を得る。

　３　事務局長は、会議の議事録を作成する。

( 議決 )

第１４条　理事会の議決は、出席票決権者の過半数

による。賛否同数の場合は、議長の決するところ

とする。総会の議決は、出席一般会員の過半数に

よる。賛否同数の場合は、議長の決するところと

する。

　

第５章　会　計

( 会費 )

第１５条　本会の会費は、一般会員は入会金１, ０００

円、年会費６, ０００円とし、法人会員は入会金

２０, ０００円、年会費１口 3 ０, ０００円 ( １口以

上 ) とし、会計年度の当初に納付するものとする。

　３年以上、会費を滞納した場合は、会員資格を喪

失する。納入済みの会費は、いかなる理由があっ

ても返還しない。

( 経費 )

第１６条　本会の経費は、入会金、年会費、寄付金、

その他の収入により支弁する。

( 会計年度 )

第１７条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り翌年３月３１日に終わるものとする。

第６章　会　務

( 委員会 )

第１８条　本会は、必要に応じて各種部会を設ける

ことができる。部会委員は、理事長が委嘱する。

( 事務委託 )

第１９条　本会は、会務を処理するために、理事会

の議を経て、事務の一部又は全てを外部に委託す

ることができる。

( 運営 )

第２０条　会務の運営及び処理については、別に定

める。

第７章　会則の改正並びに付属諸規定

( 会則の改正 )

第２１条　会則の改正は、理事会の議を経て、総会

の承認を得なければならない。

( 付属諸規定の制定 )

第２２条　会則の実施に必要な規定等は、常任理事

会並びに理事会の議を経て、別に定める。

　２　前項の規定は、次回の総会にて報告する。

附則

本会則は、2008 年 8 月 23 日から施行する。
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（投稿資格）

第 1 条 投稿は、日本口腔検査学会会員に限らず、広
く募集する。

（原稿内容）
第 2 条 原稿の内容は、口腔に関する検査、口腔疾患

に関わる全身的な臨床検査、口腔症状を有する全身
疾患ならびに検査に関する広い分野のもので、未発
表のものに限る。

２ 原稿は、日本語あるいは英語とし、総説、原著、
臨床研究、症例報告、調査・統計論文、その他のい
ずれかとする。

（倫理規程）
第 3 条 ヒトを研究（実験）対象とする内容については、

ヘルシンキ宣言を遵守し、倫理的に行われ、さらに患
者あるいは被験者との間にインフォームドコンセント
が得られていなければならない。また、動物を研究（実
験）対象とする内容については、各種の動物保護や愛
護に関する法律や基準に則していなければならない。
なお、所属施設に倫理委員会が設置されている場合は、
当該委員会の承認を得ていることとする。

（学会誌の発行予定・論文締切り）
第 4 条 学会誌は 3 月に発行することとし（原稿締め

切りは前年 12 月 20 日）、必要に応じて増刊する。

（原稿受付）
第 5 条 原稿受付日は、原稿が編集委員会（事務局）

へ到着した日とし、同委員会に到着した日付をもっ
て原稿を受付けした旨を投稿担当者へ通達する。

（原稿の採否）
第 6 条 原稿の採否は複数の編集委員もしくは査読委

員による審査をもとに検討し、編集委員会で決定す
る。ただし内容、字句などの修正を求めることもあ
り、投稿規程に従わない原稿は受理しない。なお、
論文の受理が決定した後に、論文を受理した旨を投
稿担当者へ通達する。

（原稿の書き方）
第 7 条 原稿は、A4 判用紙に 24 字× 28 行とし、12

ポイント、明朝体あるいは Times New Roman、口
語体、横書き、新かなづかいとし、外国人名および
地名はなるべく原語を用い、必ずタイプとする。句
読点には「。」と「、」を用い、いずれも全角とする

（図表も同じ）。本文を電子データとして、e-mail の
添付ファイルで送ることとする。その際、文章デー
タは MS Word、図表は TIFF ファイルにて作成する。

2 学術用語は、「医学用語」または「医学用語辞典」（日
本医学会編）を用いる。歯学用語は、文部科学省「学
術用語集・歯学編」（日本歯科医学会編）を用いる。

3 文中の外国語は下記のとおりとする。
　1）人名 通常姓のみを頭文字を大文字、以下を小文

字とする。
　2）製品名、製造者名 原語で記す必要があれば、頭

文字を大文字、以下を小文字とする。
　3）普通名詞すべて小文字で記す。
　4）名詞以外の語 原語で記す必要があれば、すべて

小文字で記す。

4 文中の数字の取扱いについて、アラビア数字（算用
数字）はすべて半角とする。

5 文中の項目を細分する場合は、1. 2. 3.……、1)・2)・
3)……、(1)・(2)・(3)……、a・b・c……、a)・b)・c)
……、(a)・(b)・(c)……の順によるものとする。

6 単位、記号は一般に SI 単位を使用する。

7 略号を用いる場合は、初出時に正式名称と略号を併
記する。

（論文の記述形式）
第 8 条 各論文の形式は以下基準とする。
1 総説
　編集委員が依頼することを条件に、著者自身の研究

を中心として、その分野全般にわたる最近の進歩と
背景を広い視野から総合的に解説したもの。

2 原著
　研究の新規性（独自性）が高く、客観的な結論が得

られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

3 臨床研究
　臨床における独自性の高い研究で、客観的な結論が

得られるもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
材料および方法、結果、考察、結論、文献とする。

4 症例報告
　臨床的あるいは臨床検査学的に珍しい症例や予期し

ない展開を見せた症例についての報告。なお、論文
構成は、表題、抄録、緒言、症例の概要、考察、結論、
文献とする。

5 調査・統計
　新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するも

の。または、調査結果などを整理した内容で、独自
性が強いもの。なお、論文構成は、表題、抄録、緒言、
調査・統計の概要、結果、考察、結論、文献とする。

6 原著論文および臨床研究は 10,000 字以内、図表
10 枚以内とする。また、症例報告および調査・統

日本口腔検査学会誌　投稿規程
平成 20 年 12 月 10 日制定
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計論文は 8,000 字以内、図表 8 枚以内とする。

7 論文の表題は簡潔に内容を表したもので、20 字を
こえる場合は、それ以内のランニングタイトルをつ
ける。副表題は内容を表したものを記載する。

8 著者の人数は、原則として定めないが、10 名を上
限とすることが望ましい。

9 原稿は、以下の順にまとめる。
1) 表題ページ：論文種別 ( 総説、原著、臨床研究、症

例報告、調査・統計論文 )、表題、著者名、所属機関、
所属機関住所（それぞれに英訳をつける。所属機関
が異なる場合には著者名および所属機関名の右肩
に数字にて明記する）、連絡先（担当者氏名、住所、
電話番号、fax 番号、e-mail アドレス）

2) 抄録は A ４判用紙にダブルスペースで、400 字以
内とし、目的、方法、結果、結論に分け、明確なも
のとする。また、英文 Key words（3~5words）を
付ける。

3) 本文原稿
4) 文献
5) 表および表の説明文
6) 図の説明文
7) 図

10 文献の記載方法は、下記のとおりとする。和文で
は全角、英文では半角とする。

1）文献は本文末尾に一括して引用順に記載し、同一
箇所で複数引用した場合には年代順とする。

2）記載順序は雑誌論文では、引用番号）著者（全員
とする）：論文表題、掲載誌名、掲載巻：始ページ
―終ページ、掲載西暦年　とする。

　
 例
　1) 松坂賢一、井上　孝、天野高宏、吉　英介、中村社綱、下

野正基：GBR により形成される初期骨組織に関する実験的研
究、日口腔インプラント誌、9：233-239、1996

　単行本では、引用番号）著者（共著者）：書名、版数、
出版社名、出版社所在都市名、始ページ―終ページ、
発行西暦年　とする。

　例
　1) 井上　孝、松坂賢一：チェアーサイドのまず臨床検査から

ガイドブック、第 1 版第 1 刷、デンタルダイヤモンド、東京 , 
5-10、2002

　分担執筆の単行本は、引用番号）分担執筆者（著分担・
編集等の別）：分担執筆の表題、編者または監修者、
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、
発行西暦年　とする。

　例
　1) 松坂賢一（著分担）：5 章　歯の移動に伴うバイオメカニ

クス　骨と歯槽骨のダイナミズム、下野正基、前田健康、溝
口　到編集、87-93、第 1 版第 1 刷、医歯薬出版、東京、
2006

　翻訳（分担翻訳も含む）の単行本は、引用番号）翻
訳者（訳分担・訳の別）、分担翻訳の表題、監訳者、
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、
発行西暦年　とする。なお、単訳者の場合には分担
翻訳の表題は必要ない。

　例
　1) 松坂賢一、井上　孝（訳分担）：第 8 章成熟歯槽骨を有す

る適切な骨への遅延埋入、瀬戸睆一、佐藤淳一監訳、インプ
ラント歯学の実際　診断、外科、補綴、技工の審美と機能の
ハーモニー、87-127、第 1 版第 1 刷、クインテッセンス出版、
東京、2006

11 写真は原則として、モノクロの印刷で、サイズは
手札判程度とし、挿入箇所を本文右横に朱書する。

（著作権）
第 9 条 本誌掲載の著作物の著作権の譲渡にあたって、

承諾書に著者全員の署名、捺印（外国人は捺印不要）
を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に掲載さ
れた論文等の著作権（著作財産権 copy right）は本
学会に帰属する。掲載後は本学会の承諾なしに他誌
に掲載することを禁ずる。また、本学会が必要と認
めたときあるいは外部からの申請があったときは、
編集委員会で審議し、掲載ならびに版権使用を認め
ることがある。

（複写権）
第 10 条 本誌掲載の著作物の複写権、公衆送信権は本

学会に帰属するものとする。

（掲載料）
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。

掲載料は別途定める。

（校正）
第 12 条 著者校正は原則として初校のみとし、その際

には字句の著しい変更、追加、削除等は認めない。
校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。

（別刷）
第 13 条別刷りは印刷せず、ホームページの PDF から

必要な箇所をダウンロードすることとする。

（その他）
第 14 条 この規程にない事項は、別に編集委員会で決

定する。

（原稿送付先）
第 15 条 原稿の送付は e-mail にて添付ファイルとし

て行う。
e-mail 送付あて先：info@jsedp.jp
ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。

（補則）
第 16 条 本規程を改正する場合には、理事会の承認を

経なければならない。



日本口腔検査学会雑誌　著作権譲渡契約書

日本口腔検査学会雑誌編集委員会　宛

日本口腔検査学会雑誌投稿規程に基づき、以下の論文等の著作権を貴学会に移転すること

を承諾します。

　　年　　月　　日

表　題：

著者名（複数の場合には全員を記載のこと）：

所　属：

掲載雑誌名：日本口腔検査学会雑誌

署名（複数の場合には、全員記載するか、全員から権限を委任された代表者）：

全員・代表者（どちらかに○を記すこと）

署名欄

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　　 印　　　　　　　　　　　　 印

　

　

代表者連絡先：

氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　Fax 番号：　　　　　　　　　　　　　　

e-mail アドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



法人会員一覧
(2010 年 3 月現在）

( 株）ジーシー

( 株）リブアンドラブ

積水メディカル（株 )

ボディプランニング （株 )

　（株）リージャー

( 株）モリタ

( 株）ミロクメディカルラボラトリー

( 有）パインメディカル

ニットーボーメディカル （株 )

( 株）デンタルダイヤモンド社

クインテッセンス出版 （株 )

タカラベルモント（株）

（株）ビーブランドメディコデンタル

( 株）ビー・エム・エル



日本口腔検査学会雑誌への投稿について
　投稿規程は本学会ホームページあるいは本誌にてご確認ください。

　URL:　http://www.jsedp.jp/

（学会員の方は、本雑誌をホームページにて PDF を閲覧およびダウンロードすることができます。）

編集後記

　第 2 巻は 15 の論文を掲載させていただきました。これも単に、日本口腔検査学会会員および

日本口腔検査学会に興味をお持ちの方々のおかげであると感謝しています。言い換えれば、今ま

で眠っていた歯科における臨床検査のデータおよびその考察が日本口腔検査学会雑誌の創刊に

よって目覚めたのかもしれません。しかし、これらのデータの蓄積は限られた歯科医および歯科

関連の研究者やコメディカルスタッフ、企業の方々であることも否めません。今後、より検査の

重要性を理解し、更なる科学的データに基づく歯科治療が普及することを切に望みます。日本口

腔検査学会は、これまでに会員へ平成 21 年 7 月には歯周病細菌検査キット、9 月には細胞診キッ

ト、平成 22 年 2 月には感染症検査キットおよび 3 月には郵送検診キットを送付しました。これ

は、検査に関連する企業の協力もあり、少しずつではありますが歯科への臨床検査の普及につな

がると信じています。これまで、歯科における検査と言えば、歯周組織へのプロ―ビングや出血、

歯の動揺、チェックバイト、レントゲン的検査などを主に指していましたが、今後は、口腔のみ

にとらわれない、全身の中の歯科という概念あるいは口腔から全身を診ることが可能である臨床

検査を取り込んでいただけたら幸いです。








