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これからの歯科医療ビジョンの中における日本口腔検査学会の立ち位置
平成 29 年 12 月 25 日に、｢歯科医師の資質向上等に関する検討会｣ の中間報告と
して｢歯科保健医療ビジョン｣の提言が報告された。この検討会は、
「歯科医の専門性」
、
「女性歯科医の活躍」、
「歯科医師の需給」の３つに分かれ検討されてきたものである。
官僚の世界の検討会故、ご多分にもれず、
「総論は話し合われるが、各論に関しては
具体論が出ない」会議である。業を煮やした国は、中間報告を出して欲しいとなり、
委員会では、中間報告として、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見据えた
｢歯科保健医療ビジョン｣ が出された訳である。本ビジョンは、日本における人口構
造の変化、国民・患者の医療や介護のニーズの変化に加え、社会・経済・技術的変
化に伴い、歯科保健医療に期待される役割が大きく変容しており、それに対応する
歯科保健がどうあるべきかと言う総論ビジョンである。早い話が、｢地域完結画多医
療の中での高齢者型歯科医療提供体制の構築｣ が基盤になっている。
さて、このビジョンの中で要求されるのは、具体的な歯科専門医である。国民と
歯科医師が共通できる歯科専門医とは、治療対象と治療内容が明確で有れば解りや
すい専門医と言える。さらに、その領域（基本）の専門研修を受け、知識、技術の
質、そして態度が担保された歯科医師を指し、さらに、質の向上を目指すことを義
務づけるものが専門医制度であると言えば理解しやすい。その結果、国民から信用
される標準的な歯科医療を提供できるのが専門医というこことになる。つまり、各
地域にあった、各施設に合った、各分野にあった、各治療内容とニーズに合った年
限を設定した各種歯科専門医制度が設計され、その上、歯科専門医の評価基準の設定、
更新制の実施などが構築されなくてはならない。その上で、専門医試験を受け、定
期的な更新により質の担保を保障することになる。翻って日本口腔検査学会が掲げ
る、口腔検査専門医（現在は認定医）は、これらの専門医制度設計の中で、多くの
専門医が修得しなければならない領域に包含され、その教育、情報発信する使命を
持つものであると考える。故に、口腔検査専門医は、国民が理解できる専門医とは
一線を引くもので、専門医制度の中で必要不可欠とされる専門医であると考える。
今回の第 11 回大会の日本口腔病理学会と共催の学会では、テーマに口腔専門医を
取り上げた。会員一同、今後の「歯科保健医療ビジョン」の中での本学会の立ち位
置を考える良い機会に成ることを希望してやまない。
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孝
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説

糖尿病・歯周病医科歯科連携における歯周医学に基づいた
検査導入の意義
三辺正人 1)2) ＊ 青山典生 1)2) 玉置勝司 2)3)
1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯周病学分野
2）神奈川歯科大学附属病院医科歯科連携センター
3）神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理学講座
はじめに

疾患重症化予防の見地から、歯周病と糖尿病の医科歯

糖尿病などの生活習慣病の発症・進行を遅らせ，

科連携診療に必要な関連検査をまとめてみた（表 1）。

健康寿命を延伸させようとする「“ 未病 ” 検査→先
制医療」の概念に基づいた “Productive Aging（生産
1）

性を維持した老化）” の考え方が注目されている 。

歯周病と糖尿病の医科歯科連携診療に関連した検査
について

人生 100 年時代を見据えた慢性疾患合併症の 2 次

ステージ１の連携開始前には、特に双方の疾患の

予防対策に必要な概念として従来の治療指針の根拠

未治療や治療中断率を減少させるうえでスクリーニ

となっている標準化（平均値）医療（Standardized

ング検査が有用である。歯周病は、糖尿病と双方向

medicine） か ら 個 別 化 お よ び 精 密 医 療 モ デ ル

性の関係にあり、糖尿病およびその関連性疾患のリ

（Personalized or precision medicine）へのシフトが

スク因子であることが明らかにされてきた 6，7）。ま

挙げられる 2，3）（図１）
。歯周病やう蝕など口腔保健

た、歯周病検査は、糖尿病および冠動脈疾患のスク

衛生が基盤となる口腔領域においても、過去 50 年

リーニングとして有用であることが報告されており、

近くの間、プラークの染め出し検査に基づく口腔清

特に糖尿病のスクリーニングにおいては、歯周病の

掃指導が標準化診療として脈々と実践されてきたが、

既往に加えて血糖（HbA1c）検査を併用することに

今後、プラークの質的検査やそれに影響を及ぼす食

より、高い感度と特異度が得られることが示されて

栄養評価などに基づく個別化、精密診療にシフトさ

いる 6，8，9）。最近の糖尿病のいわゆる「未病」検査

せていくことで、従来の結果治療（リハビリテーショ

としての歯周病スクリーニング検査の有用性に関す

ン）重視から、検査に基づく原因治療重視の医療へ

る研究では、前糖尿病状態と歯周病の重症化と全身

の変遷を図っていく必要がある。

炎症やインスリン抵抗性との関連性が報告されてい

歯周病と糖尿病の医科歯科連携した包括的診療モ

る 10-12）。歯科での高血糖患者のスクリーニングと内

デルも個別化あるいは、精密な歯科モデルとして、

科受診推奨の効果を検証した研究においては、血糖

前者は医療モデルに基づき、また、後者は疾患の管

（HbA1c）検査に加えて、歯科施設における糖尿病リ

理と予防に対するアプローチを意図したものである

スク評価と患者教育（強化介入）は、患者の行動変

必要がある。さらに、このアプローチ法は、全人的

容を促し、糖尿病リスクを改善させることが示唆さ

医療（Holistic medicine）やレギュラトリーサイエン

れている 13）。著者らが、糖尿病と歯周病の地域連携

スの概念に基づいたものでなければならず、それに

のために試作し、利用している医科歯科連携手帳の

よって包括的視点で患者を診る（検査⇒診断⇒治療、

糖尿病チェックリストを図 3 右に示した 14）。この他、

。以上
健康支援）総合診療が可能となる 4，5）（図 2）

糖尿病リスク評価表や糖尿病リスクスクリーニング

のような背景を念頭において、2 次予防としての慢性

表が、歯周病と糖尿病の医科歯科連携診療に関する

＊：〒 238-8580

神奈川県横須賀市稲岡町 82

TEL: 046-822-8855

FAX:  046-822-8855

E-mail: minabe@kdu.ac.jp
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他

糖尿病・歯周病医科歯科連携における歯周医学に基づいた検査導入の意義

歯周病と糖尿病の医科歯科連携診療の関連検査

時期（目的）

－二次予防としての慢性疾患重症化予防の見地から－

概

要

関連検査

医科⇒歯科：歯周病スクリーニング
連携開始前
（糖尿病関連性歯周炎の疑い）
（スクリーニング）
歯科⇒医科：糖尿病スクリーニング
（糖尿病関連性歯周炎の疑い）
連携開始時
医科⇔歯科：糖尿病関連性歯周炎の診断基準の策定
（リスクの情報共有）
（ステージ分類）

歯周病リスク問診、唾液潜血
糖尿病リスク問診、
随時血糖、HbA1c
感染度、炎症度、
破壊進行度、咀嚼度

連携診療時
医科⇒歯科：糖尿病の病状評価
メタボリックマーカー
（リスクの共有管理）
（糖尿病治療に伴う歯周病リスク改善） （血糖、BMI、血圧、脂質）
合併症リスク検査
（CKD、網膜症、神経障害、動脈硬化）
歯科⇒医科：歯周病の病状評価
（歯周治療に伴う糖尿病リスク改善）

+

口腔清掃、自己効力感、
  口腔 QOL

歯科⇔医科：ライフステージや治療反応性を考慮した PRA（+ 治療抵抗性、オーラルフレイル）
歯周病リスクコントロール目標値の設定 PRA: Periodontal Risk Assessmemnt
（cc：高齢者の血糖コントロール目標）
歯科⇔医科：食栄養（糖質、肥満）
（保健指導）
禁煙

Zeevi et al. 2015 Cell 163, 1079-1094

食栄養調査、体組成、味覚、唾液
CO 濃度、ニコチン依存症

“Precision Medicine Initiative (PMI)”
標準(ガイドライン)医療：Standardized medicine
個別化医療
：Personalized medicine
精密医療
: Precision medicine
; 人生100年時代を見据えた長期的な慢性疾患
合併症の予防・改善に必要

個々の血糖反応の予測

1970年 ～

対症療法

細菌叢分析

プラーク（染め出し）
→
検査

血液検査
アンケート調査
身体活動状態

個々にあった
食栄養分別

食栄養調査
血糖改善の為の個別
化した食事メニュー

図1

2020年? ～

口腔清掃
指導

⇓

プラーク、唾液GCFの
食栄養 →
細菌、成分分析に基 ＋
調査
づくプラークの質検査

原因療法
食栄養指導
→口腔清掃
改善指導
（医科歯科
連携）

歯科領域も標準化医療から個別化・精密医療の時代へ（文献 2 より引用改変）

Holistic medicine：全体観的医療
Regulatory science: レギュラトリーサイエンス
従来の医学が患部の治療だけに焦点が当てらていた（臓器別医療）のに対し、
；科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に
体と心、さらには生活環境や社会環境等、患者全体を対象とした治療行為を行おう
エビデンスに基づく予測、評価、判断を行い、
とする考え方
科学技術と社会と人の調和を目指す科学
Comprehensive Medicine:：総合診療
人間には体と心があり、あらゆる臓器が有機的に関連するという総合的な視点で
患者を診る必要性が高まった。

図2

4

全人的（全体観的）医療、総合診療、レギュラトリーサイエンスの概念が導入されてきている
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最新の指針に掲載されているので、参照願いたい 15）。

睡眠時無呼吸症候群、オーラルフレイル等をスクリー

一方、糖尿病患者においては、歯周病を早期に発見し、

ニング可能な問診検査に加えて潜血を含む唾液検査

その予防管理とともに感染、炎症の改善と咀嚼機能

の利用等が有用である（図 5 に神奈川歯科大学附属

回復を図ることが糖尿病の重症化予防とオーラルフ

病院医科歯科連携センターで実施している関連検査

レイル（フレイルの前ステージとしての咀嚼、嚥下、

項目について示した。表 2 に医科歯科連携を目的と

滑舌など口腔機能の低下状態）を経た老年症候群の

した歯周病検査項目を示した）
。医科施設での特に重

16）

（図 4）
。そのためには、医科にお

症歯周病患者をスクリーニングするために考案され

いて歯周病をスクリーニングして歯科受診を促すと

た歯周病リスクチェック表を図 3 左に示した。歯周

ともに、重度歯周病患者やドライマウス、味覚異常、

病重症度の予測確率に基づいた評価では、糖尿病専門

予防につながる

図3

医科において歯周病スクリーニング ( 左 ) を、歯科において糖尿病スクリーニング ( 右 ) を行う（文献 14 より引用）

太る（中身）

図4

→

老ける（見た目と中身）

→

病む（体と心）

生活習慣病（口腔⇔全身）は老年症候群のリスク因子である（文献 16 より引用）
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他

糖尿病・歯周病医科歯科連携における歯周医学に基づいた検査導入の意義

医科歯科連携を目的とした歯周病の検査（歯周病と糖尿病連携の場合）

連携開始前
（スクリーニング＊１）

検査法＊

歯科

GCF 検査
（GA など）

医科

〇

Pg 抗体価検査

*

◎

Pg 線毛
遺伝子型検査
唾液検査
（潜血など）

〇

リスク診断レベル：
+

連携継続時
（リスク管理＊３）

歯科

歯科

◎

〇

〇

◎

◎

〇

医科

〇

部位、歯、個人（患者）、網羅的解析を除外
*2 感染、炎症、治療抵抗性（難治性）のハイリスク（個別化）診断

多因子リスク診断（PRA)

→

リスクコントロール目標の設定

医施設受診患者の約 4 割は、重度歯周病患者であるこ
とが報告されている

医科

◎

*1「糖尿病関連性歯周炎」の疑
*3 病状評価

連携開始後
（リスク診断＊２）

17，18）

。

感染度については、歯周病原細菌検査、P. gingivalis
血漿抗体価検査、炎症度については、高感度 CRP、

ステージ 2 の連携開始時においては、双方の疾患

歯周ポケット炎症面積（PISA）
、咀嚼機能について

リスクの情報を共有することが重要である。歯周病

は、グミ咀嚼検査などが挙げられる 20 - 23）。PISA は、

は、従来の歯周治療のための重症度あるいは、病態

HbA1c や高感度 CRP との相関性が報告されており、

診断分類から、医科歯科連携診療における歯周治療

著者らも歯周ポケット歯根表面積（CAPRS）が歯周

のための医科臨床検査に対応した歯周病破壊進行度、

病重症度や歯周治療後の改善度を表す有用な指標と

感染度、炎症度、咀嚼機能度の各検査から成る新し

なることを報告した 24 - 26）。これらの検査指標を用い

いステージ診断分類を提示するともに、歯周病・糖

た、いわゆる「糖尿病関連性歯周炎」
（日本歯周病学

尿病専門医連携診療が推奨されるいわゆる「ハイリ

会歯周病診断分類では、全身疾患関連歯周炎の中の

スク歯周病」の診断基準を設定、周知する必要があ

糖尿病に分類 27））の診断基準の策定が望まれる。

る 14，19）。現在考えられている医科歯科連携の共有

ステージ 3 の連携診療時においては、双方の疾

検査指標としては、歯周病の破壊進行度については、

患リスクの共有管理を行うことが必要である。図

エックス線学的歯槽骨吸収率あるいは骨吸収年齢比、

6ab に連携手帳に用いている糖尿病（治療）リスク

全身と口腔の関連検査
・唾液潜血検査

オーラルフレイルの関連検査
簡
易
検
査

・歯周病細菌検査
・血糖値測定
・歯周ポケット内炎症面積
・唾液検査システム
・HbA1c測定
・口腔乾燥検査
・口臭検査
・咀嚼グルコセンサー など

精
密
検
査

・咀嚼困難感、むせの問診
・滑舌検査
・グミ咀嚼検査
・嚥下検査
・歯年齢評価
・握力検査
・指輪っか検査
・舌圧検査 ・咬合力検査
・咬合接触検査
など
＊フレイル検査
１．問診 ２．認知機能テスト
３．うつ病検査 など

食事や栄養状態の関連検査
・食事栄養調査 ・生活習慣調査 ・身体計測 ・味覚検査
など
図5
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口腔検査指標と生活習慣病お
よびオーラルフレイルの指標
の関連の検討
神奈川歯科大学 倫理委員会
2017年10月13日承認
458番
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としての歯周病健康度評価表と糖尿病の病状評価表
14，17）
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第 1 号： 3 － 9

, 2018

度、感染度、炎症度、咀嚼能力に関する共通検査指

。図 6 左は、日常診療での臨床検査

標の診断基準の策定および、歯科から医科へいわゆ

指標を用いて重症度、炎症度、咀嚼力を評価するも

る「“ 歯周病関連性糖尿病 ” の疑い」で紹介する場合

ので、口腔清掃状態（歯磨き習慣）は、生活食習慣

の血糖をはじめとする「メタボリックマーカーや糖

を是正するためのいわゆる「生活療法」の指標とし

尿病合併症リスク」に関する診断基準の策定が必要

て、また、歯科受診状況は、歯周病とともに糖尿病

である。また、連携診療時においては、双方の疾患

治療中断のリスクを推測する指標として有用である

リスクの継続管理を行うことが、疾患の重症化、再

28）

。医科側では、糖尿病のリスク要因としてのいわ

発などを抑制して良好な予後を維持することや治療

ゆる「ペリオマーカー」の改善状態を把握すること

中断率を減少させるうえで重要となる。超高齢社会

ができる。図 6 右の病状評価項目の経時的合計点は、

にある我が国においては、医科歯科連携により糖尿

高感度 CRP 値と相関することが示されており、歯

病の「未病」ステージである壮年期以前に糖尿病リ

科側では、歯周病（治療）リスクとしての糖尿病健

スクとしての歯周病を発見し、先制医療としての歯

を示した

。すなわち、歯周病

周病管理を行う必要がある 16，29）。また、糖尿病悪化

のリスク要因としてのいわゆる「メタボリックマー

と脳の糖尿病と称される認知症（認知機能障害を含

カー」の改善状態および糖尿病合併症リスクを把握

む）発症による歯周病発症や悪化という負のスパイ

することができる。今後、医科から歯科へ「糖尿病

ラルを防ぐには、医科歯科連携下での糖尿病と歯周

康度評価表として利用できる

28）

27）

」の疑い」で紹介する場合の、重症

関連性歯周炎

病の定期的管理を継続することが重要である 30）。歯

糖尿病病状把握のための記入票
（医師・患者両者が糖尿病の現在の病状を確認する目的のものです）

評価日

年

月

日

患者名

男・女 （ ）歳

＜良好＞

1

2

3

何でも噛める

一部噛めない

よく噛めない

現在歯数

20歯以上

10～19歯

9歯以下

深い歯周ポケット

3歯以下

4～7歯

8歯以上

【コントロール状況】
咀嚼力

【コントロール状況】

＜不良＞

病状ランク

点数

①咀嚼・咬合

歯周ポケット内出血

9％以下

10～24％

25％以上

口腔清掃状況

9％以下

10～24％

25％以上

歯磨き習慣

3回以上（6分以上）

2回（3～6分）

1回以下（3分以下）

歯周治療中

定期受診
（×2）

不定期受診
（×2）

治療中断・初診時
（×2）

8～15点

16～19点

20～24点

定期検診中
健康度評価

【合併症進行状況】
⑥ 蛋白尿
⑦ GFR
⑧ 網膜症
⑨ 神経障害
⑩ 動脈硬化症

□ローリスク

□リスク

□ハイリスク

（合計）

(a) 糖尿病（治療）リスクとしての歯周病健康度評価

合計点
【総合ランク】
【治療薬の使用状況】
自由筆記欄：

＜不良＞
2

3

4

( ) 糖尿病薬

( ) 降圧薬

( ) 高脂血症薬 ( ) 抗血小板薬

歯周病の重症化

全身に影響を及すリスクの低減

歯科から医科への紹介

点数
評価

( ) 抗凝固薬

(b) 糖尿病病状把握のための記入票

“歯周医療”（歯科医科 連携型）

医科紹介
(急性疾患対応)

5

＜6.2
＜6.9
＜7.4
＜8.4
≧8.4
＜140
＜180
＜200
＜220
≧220
＜23
＜25
＜27.5
＜30
≧30
BPs＜130 and BPs＜140 or BPs＜160 or BPs＜180 or BPs≧180 or
BPd＜80
BPd＜90
BPd＜100
BPd＜110
BPd≧110
＜120
＜140
＜160
≧160
＜130
＜150
＜170
＜190
≧190
HDL-C≧40
HDL-C＜40 or
HDL-C＜40
and TG＜150
TG≧150
and TG≧150
＜無し＞
＜進行＞
無し
微量アルブミン
顕性蛋白尿
≧90
≧60
≧45
≧30
＜30
前網膜症
単純網膜症 前増殖網膜症 増殖網膜症
3項目正常
1項目異常
2項目異常
3項目異常 足壊疽既往
循環器検査で 脳・心・足の血
無し
検査で異常
明確な異常 管障害の既往
10～14
15～19
20～24
25～29
30～50
1
2
3
4
5

歯周治療(従来型）

基本治療

図7

LDL-C（mg/dl）
nonHDL-C（mg/dl）
HDL-CとTG（mg/dl）

自由筆記欄：

図6

① ＨｂＡ１ｃ値（％）
② 食後2時間血糖（mg/dl）
③ BMI（kg/㎡）

⑤

③口腔清掃状態

④歯科受診状況

1

④ 血圧(mmHg)

②歯周病重症度

＜良好＞

リスク診断に基づく宿主修飾療法
(Host modulation therapy)
の導入(個別化医療)
継続連携
(慢性疾患対応)
医科から歯科への紹介

歯周医学に基づいた歯周治療いわゆる :“ 歯周医療 ” における歯周病の検査導入の意義（恩恵）
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おわりに
今後、歯周病・糖尿病医科歯科連携診療指針の策
定のためには、①必要な検査システムの標準化とデー
タベース構築と管理を行う体制づくり、②歯学部附
属病院の口腔検査外来や臨床研究センターを中核施
設とした地域医療連携システムのネットワークを構
築し、医科歯科での専門医連携とかかりつけ医（総
合診療医と口腔健康管理専門医）連携の双方向の円
滑化を図る、などが必要となると考える。慢性疾患
重症化予防のための医科歯科連携診療において、以
上の歯科医科連携下における歯周医学に基づいた検
査のシステム化と臨床導入においても、日本口腔検
査学会が主導的役割を果たしていくことが望まれる
（図 7）
。
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“ 未病の医療 ” 実現へ
－病因論からみた「う蝕・歯周病」検査－
有馬嗣雄 *
医療法人社団厚誠会
う意味で、これまでの歯科は本当に「医療」だった

1．はじめに
なぜ、ヒトは病気になるのか…？私たちは日頃の

のか…？う蝕→充填・修復→抜髄→補綴→再根治→

臨床の中で、そのことをどこまで考えながら診療を

抜歯といった治療の流れや、歯周病→エックス線・P

しているのだろうか。

精検→ TBI・SRP →リコール→脱落・抜歯といった流

今日まで “ 病因論 ” は医学のなかで極めて重要な

れは、やがて “ 咬合崩壊 ” へとつながる負のスパイラ

位置を占め続けてきた。現代の医学は、疾病の成因、

ルを招く。患者が歯科に罹れば罹るほど歯は悪くなっ

すなわち原因と発生病理（Pathogenesis）を明らか

てくる…？歯科へのこうした不信感が患者・国民の

にし、それに基づいて診断、治療、予防の方法を確

信頼を失墜させてきたことは間違いない。全身の健

立することを王道としている。疾患の成因には、ど

康との関わりの中で “ 歯を残すことの大切さ ” をいく

のようにして起こるのか、といった “How” を問う近

ら説いても、歯科自身が病因論に根ざした医療を実

因と、なぜそれが起こるのか、といった “Why” を問

践しない限り、患者・国民への説得力は乏しい。

1)

題にする遠因がある 。特に、生活習慣の関与する慢

これまでの「う蝕」の治療は、う窩の開拡→軟化

性疾患が多い歯科では、どのようにして起こるのか、

象牙質の除去→充填・修復といった流れの中でその

といった “How” を問う近因が重要となる。

処置を繰り返してきた。しかし、こうした処置は医

そういう視点で、最もポピュラーな歯科の二大疾

学的な治療の概念とは異なり、あくまでも形態的な

患（う蝕・歯周病）について、本稿では病因論とそ

修復の範囲を超えたものではない。なぜう蝕になっ

れぞれに適正な検査法を紹介し、それらの有用性に

たのか、という病因論に基づく対処がない限り、発症・

ついて概説する。さらに、その普及を念頭に置いた

再発のリスクは解消された訳ではないからである。

現行の保険制度下における当該検査の導入にあたり、

“ 予防 ” はそうした発症リスクの低減を病因論の根底

その運用と課題についても述べてみたい。

に置く。すなわち、その病因を究明・除去すること

なお、検査導入の実例における各症例の掲載にあ

で、疾病の発症・再発を制御していくこと自体が “ 予

たっては、口腔内写真、検査データ等の情報の開示

防 ” となる。そこに、病因論に基づく医療の根幹があ

について患者よりその同意を得ている。

るといってもよい。

2．病因論を考える

2）う蝕・歯周病の病因論

1）病因論に基づく医療とは

「う蝕」は食生活習慣を中心に口腔内のさまざまな

結果には必ず原因がある。病因論は発症原因や病

常在細菌が関与する多因子疾患である 2)。その発症因

態変化の機序（メカニズム）を解明していく上で必

子には食物（でんぷん・砂糖）、細菌（歯垢）、宿主

要不可欠な論理であり、医学・歯学はそれを根底に

（唾液・歯）といった Keyes の三つの輪に加え、摂食

「医療」を組み立て実践していく。病因を無視、軽視

方法の違いによる時間因子も含めた Newbrun の四つ

した治療や予防はもはや「医療」ではない。そうい

の輪（図 1）が近年では有力な学説となっている 2, 3)。

＊：〒 243-0016 神奈川県厚木市旭町 2-8-21 (YS ビル )
TEL: +81-46-229-2405

FAX: +81-46-227-3350

E-mail: headoffice@koseikai.com
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図1

う蝕の発症因子 2)（口腔生化学第 4 版より引用）

エナメル質初期う蝕にみる「脱灰」と「再石灰化」は、
まさにその学説を裏付ける時間因子が関与する現象

図2
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Stephan Curve37）

なる 2, 4, 6)。
一方、歯肉縁下プラークに生息する細菌は、持続

2 - 4)

。でんぷん・砂糖などの

的に供給される歯肉溝滲出液と歯肉剥離上皮をその

糖質の食物摂取により、細菌は糖を分解し酸を産生

栄養源として増殖する 2, 6)。これらの栄養源は主にタ

する 2)。その酸によりエナメル質の表面は脱灰を受け

ンパク質やアミノ酸であり、その濃度は歯肉縁上部

ることになるが、一旦脱灰したその表面は、唾液緩

に比べ安定し pH はほぼ中性に保たれる 2)。こうした

衝能の働きにより酸は中和され再石灰化が起こる（図

非糖分解性細菌は、酸素の侵入が少ない嫌気的環境

2）。こうした “ 唾液の力 ” により、飲食の度にエナメ

に生息するため、歯肉縁下プラークには P.gingivalis

ル質表面の脱灰と再石灰化は交互に繰り返されるこ

を始めとする Red Complex などの歯周病原細菌が増

（Stephan Curve）である

とになる

2 - 5)

。しかし、頻回の飲食を繰り返すと脱灰

が再石灰化を上回りう蝕は進行する（図 3）2, 3)。う
蝕が食生活習慣病といわれる由縁はそこにある。
発症因子の一つである細菌因子において、う蝕に
関連する細菌が通性嫌気性菌

2, 4, 6)

歯周病の関連細菌は偏性嫌気性菌

であるのに対し、

6 - 8)

である。また、

それらの細菌群はそれぞれの生態系と微小環境によ

歯肉溝滲出液は、血流の影響を受け歯肉溝より体
外へ持続的に流出され、それにより歯周ポケット内
に生息する歯周病原細菌も好気的環境の口腔内に放
出される。しかしその際、プラークや歯石の沈着は
滲出液の流出を阻害し、栄養源の豊富なポケット内
は細菌の増殖を許し、嫌気度をさらに上げることに

。すなわち、歯肉縁上・縁下の環境

なる 2)。そういう意味で歯肉溝滲出液の流出を妨げる

の違いがその生息条件となる。それらの微小環境の

プラークや歯石の除去は、ポケット内の環境を一定

なかで最も影響を受けるのがそのエネルギー源とも

に保ち、細菌の増殖を制御する効果を持つ 7)。また、

なる細菌の栄養源である 2)。プラーク固形成分の約

歯肉溝滲出液は血漿成分とほぼ等しく、宿主防御因

70％は細菌であるが、歯肉縁上プラークに生息する

子である免疫グロブリンや補体成分を有しているた

細菌は持続的に供給される唾液をその栄養源として

め、その防御機構として働くはずであるが、それら

いる。さらに食物摂取による糖質も断続的に供給さ

のタンパク質成分は細菌の持つタンパク質分解酵素

れる重要な栄養源であり、そうした糖分解性細菌の

によって分解され、さらに代謝産物の有機酸（短鎖

り規定される

2, 6)

殖し、その多くは偏性嫌気性菌である 2, 6 - 8)。

2, 3, 6)

。これらの細菌は代

脂肪酸）やアンモニアは宿主組織に対し毒性を示す

謝とともに酸素を消費し嫌気的環境をつくり、酸素

宿主障害性代謝産物となる 2)。このような毒性におい

が存在しなくても生息できる特徴を持つため、その

て歯周病原性が固定していない P.intermedia などの細

総称の根拠ともなっている。なかでも、Streptococcus

菌は、栄養環境で変動する適応性により、毒性の強

はプラーク成熟段階で全期間を通じて優位を占め、

い P.gingivalis などの細菌を活性化させる細菌叢のシ

Actinomyces は成熟段階で増加し、成熟したプラーク

フトに関与していると考えられる。

多くは通性嫌気性菌である

ではこの二つの通性嫌気性菌が主体を占めることに

さらに、歯肉縁下プラークに多く含まれるグラム
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図 3 食事回数とプラーク pH の変化 38）
（口腔生化学第 5 版より一部改編）

図 4 歯周病の発症因子 8）
（Preventive Periodontology より一部改編）

陰性細菌の菌体構成成分であるリポ多糖（LPS）は、

悪因子といわれているが、本稿ではもともと咬合が

歯肉上皮細胞や歯肉線維芽細胞表面に存在する Toll

関与する力の因子もその発症に深く関わっていると

2, 6,

いう観点から、未病の段階での発症リスクの一つと

様受容体（TLR）を介して、炎症反応を惹起させる
9)

。こうした炎症に伴い、歯周病発症の初期の過程で

歯肉溝は深くなり、やがて出血を伴う歯肉炎となる。

して捉えている 18)。
歯周病は「炎症」を主徴とする疾患である。炎症

以降、宿主の免疫機構が過剰にかつ持続的に働くこ

の起こった局所には発赤・発熱・疼痛・腫脹・機能

とで宿主の障害は増大し、不可逆的な歯周炎へと進

障害（炎症の 5 大徴候）がみられる 2) が、それはさ

行する 2, 7)。生態系と微小環境の関係は、歯周病のこ

まざまな刺激によって引き起こされる。それを生体

のような発症機序を理解する上でも、生物学的体系

の防御機構からみると、細菌感染、外傷、温度変化、

を簡潔かつ論理的に説明できる。

抗原抗体反応など生体組織の器質変化をもたらす侵

歯周病は口腔内のさまざまな常在細菌叢が関与す

襲に対する生体の防御反応が炎症である 2)。また、病

る部位特異的な多因子性疾患である。その発症因子

理組織学的な観点から、炎症は血管透過性亢進と顆

には、
歯周病原細菌（プラーク）のほかに環境因子（喫

粒球やマクロファージなどの細胞浸潤の二つの大き

煙・食育・生活習慣・ストレス等）や生体因子（免疫・

な柱から捉えることができる 2)。口腔内で生じる不

遺伝等）の関与 8) に加え、力の因子（歯ぎしり・不

当な力（歯ぎしり等）が歯に対し過大な負荷を与え、

正咬合等）も重要な因子の一つと考えられる（図 4）。

その歯周組織への物理的刺激（外傷）により炎症を

特に夜間のブラキシズムは強大な力を発揮するため、

惹起することで細菌の生物活性を促進する 18)。その

歯とその周囲組織に及ぼす影響は計り知れない。し

際、宿主は血管透過性亢進により歯肉溝滲出液の分

かし、ブラキシズムは中枢系（視床下部）を介して

泌を増加し防御機構を増強するが、それは同時にそ

の生理的な現象

10 - 12)

であり、ストレスマネージメン

トとしての口腔機能の重要な役割を果たしている

13)

。

こに生息する細菌にとっての栄養源の増大となる。
その結果、P.intermedia などの病原性の増強を介して、

このことは、ブラキシズム自体を禁じたり抑制する

P.gingivalis など Red Complex の細菌を活性化させ歯

といった否定的な捉え方ではなく、それによって発

周ポケット内の嫌気環境の変化とともに細菌叢がシ

生する強大な力をどうコントロールするかという捉

フトするのではないかと推察される。こうした仮説

え方のほうが賢明であり適切な手法であることを示

に基づき病因論を整理することは、未病の段階にお

唆している

14)

。すなわち、口腔内で発生する不当な

力を軽減することにより歯周病の発症リスクは低減

ける発症機序を解明する上で、不可欠な要件と考え
ている。

され、プラークコントロールなどによる細菌因子の
リスク低減効果も相乗的に期待されるのではないか
と考える

15 - 17)

。力の因子によって引き起こされる「咬

合性外傷」は、一般的には歯周病が発症した後の増
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が新規導入されることになったが、それに伴い社会

価によりそのリスクを判定するため、緩衝能がやや

的ニーズは着実に “ 予防 ” へとシフトしている。に

低くても唾液分泌量が充分な場合は、そのリスクは

もかかわらず、歯科ではそうした予防のための検査

ローリスクとして総合的に評価してもよい。いいか

手法は未だ確立されていない。従来の検査が、エッ

えれば、唾液の量が質を補い酸を中和する “ 唾液の力 ”

クス線撮影やプローブ等を使用しての病態検査に留

としての再石灰化力に反映されることになる 3, 4)。テ

まっている現状では、“ 未病の医療 ” 実現は到底望め

ストストリップを用いて唾液緩衝能を検査する CRT

ない。このような病態検査のみに依存する歯科治療

バッファは、唾液の重炭酸イオンを測定することで

が、その病態をより複雑にし、予後まで不透明なも

唾液の中和能力をみることができ、簡便な操作性に

のとする。それに対し、発症リスクの低減を図るこ

加えて測定時間が 5 分間と短いのが特徴である 2, 4,

とを目的とした検査の導入は、その原因を究明する

22)

ことで、疾病の「発症」と「再発」の制御に有効で

産生する酸によって引き起こされる「脱灰」を「再

ある

19)

。“ 未病の医療 ” を目指すなかで、発症リスク

の低減を目的とした検査は、病因論を根底に置く検
査として医学・歯学の王道を貫くものである。

。そして、この中和能力こそ、細菌が糖を分解し

石灰化」に導く “ 唾液の力 ” 3, 4) といってよい。
う蝕のリスク因子の一つでもある宿主因子が唾液
検査によって判定される一方、細菌因子の判定には
CRT バクテリアを用いる。唾液中の S.mutans（MS 菌）
および Lactobacillus （LB 菌）の 48 時間後におけるコ

1）う蝕検査
う蝕の発症因子は前述の通り、食物・細菌・宿主・

ロニー数の量をみて、それぞれの細菌によるリスク

時間の 4 つの因子
（Newbrun の四つの輪）
が関与する。

を判定する 23)。CRT バクテリアの検査は、専用のリ

そのうちの細菌と宿主（唾液）の因子を検査・判定

スク判定チャートを用いて判定するが、MS 菌につい

することで、残りの 2 つの因子である食物と時間の

ては class 0 ~ 3、LB 菌については class 1 ~ 4 のそれ

因子、つまり摂取する食品の種類や摂食方法などの

ぞれ 4 段階により評価し、それらの細菌についての

2 - 4)

。すなわち、細菌・宿主の

ローリスク・ハイリスクを判定する（MS 菌の class 0

リスク判定をすることは、食生活習慣の指導の成果

~ 1、LB 菌の class 1 ~ 2 はローリスク、それ以上は

を適切に評価するだけでなく、生体宿主にネガディ

ハイリスク）
。その上で、食生活習慣の内容である食

ブな能力（唾液分泌量・唾液緩衝能の異常）を認め

物因子、時間因子を加味して発症リスクの高低を検

た場合には、フッ素による宿主（歯質）の強化を図

証することが望ましい。この検査で重要なことは、1

関わり方が評価できる

る予防的介入の判断としても有用である

4, 20)

。

そのようなう蝕の発症リスクを診る検査として、

回だけの検査で CRT バクテリアの評価・判定をする
のではなく、必ず検査は 2 回以上実施しその判定結

本稿では CRT（Ivoclar Vivadent）を紹介しその有用

果の変化をみながら、食生活習慣指導の成果を評価

性について検証する。CRT の検査には、唾液分泌量

することである。また、その成果が充分得られない

や唾液緩衝能を調べる CRT バッファと、う蝕関連細

場合には、CRT バッファの検査結果との総合的な評

菌の量をみる CRT バクテリアがある。唾液分泌量は

価においてフッ素導入による予防的介入等の判断も

日内変動

2)

が大きいため一定の時間帯で検査し評価

必要となる。

することが推奨されている。CRT の全検査項目は、
パラフィンの咀嚼による 5 分間の刺激唾液を検体と
し評価判定するが、1 時間以内の飲食・喫煙や激しい
運動は避け唾液を採取するのが望ましい

21)

。さらに、

2）歯周病検査
歯周病は発症初期の歯肉炎と不可逆的な進行が伴
う歯周炎に大別されるが、さらに歯周炎は慢性歯周

シェーグレン症候群、糖尿病、うつ病等の疾患の有

炎、侵襲性歯周炎、遺伝疾患に伴う歯周炎に分類さ

無や唾液分泌に影響を与える薬剤の服用の有無など

れる 24)。本稿では、そのうち最も多く発症する慢性

の確認が必須となる 22)。

歯周炎と歯肉炎を対象とした検査を紹介する。また、

唾液分泌量は、一般成人において 5ml ／ 5 分以上

歯周病の発症に細菌・環境・生体因子に加え、力の

をう蝕リスク判定の基準値（目安）とし、ローリス

因子も関与していることは前述の通りであるが、こ

クとして評価する。しかし、唾液緩衝能との総合評

こでは局所因子としての「細菌」と「力」のリスク
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－病因論からみた「う蝕・歯周病」検査－

因子について、適切と思われる検査とその有用性に

外傷のリスク部位を早期に特定 29) し、さらに当該部

ついて述べてみたい。

位に対する細菌因子によるリスクを前述の BANA ペ

細菌検査は BANA ペリオ（白水貿易）を用いる。

リオを用いて検査する。この二つの検査の併用は、

これは、プローブ等で採取した歯肉溝滲出液を検体

刻々と変化する口腔内の状態（歯肉縁下の環境やブ

とし、これをテストストリップ（BANA カード）に

ラキシズムによる咬合状態の変化）を同時に検査し、

塗布の上、バナプロセッサーにより 5 分後にその結

その部位に対する細菌と力の因子の関与を評価・判

25)

。本検査の特徴は、滲出液中に

定できる特徴を持つ。そういう意味でも、本検査は

お け る Red Complex 3 菌 種（P.gingivalis , T.denticola ,

疾病の原因を究明し、多因子性疾患としての歯周病

T.forsythia ）の酵素の量を測定し、陽性・陰性の判定

の発症・再発を未然に防止する病因論を根底に置い

果をみて判定する

により歯周ポケット内の嫌気環境をみる

26, 27)

ところ

た意義のある検査と考えている。

にある。すなわち、歯周病関連細菌の増殖に伴いそ
の嫌気度は上がる（酸素が無くなる）傾向を示すこ

4．検査導入の実例

とになる。したがって、細菌数を調べることを目的

1）症例 1

とするのではなく、環境を知るために Red Complex

図 5 は混合歯列期にある 7 歳の男児の口腔内写真

をみるところに BANA ペリオの意義がある。論点を

である。基礎疾患はなく、う蝕歯もない。食生活習

整理すると、検体となる歯肉溝滲出液自体が歯周病

慣 は、1 日 3 回 の 食 事 と 2 回 の 間 食（15 時 お よ び

関連細菌の栄養素であること、さらにそれを栄養源

20 時頃）であるが、ジュース・グミ・アイス・スナッ

とし増殖する細菌の存在が歯肉縁下の嫌気環境の状

ク菓子を嗜好品とし、だらだら食べをしている。1

態を示すという点において本検査は論理的かつ臨床

回目の CRT の検査を実施したところ、唾液分泌量は

的意義を持つ。

9ml ／ 5 分と多く、唾液緩衝能も高いことから唾液

「細菌因子」とともに歯周病発症に深く関わる因子

の宿主因子についてはローリスクと判定した。しか

として「力の因子」がある。BANA ペリオにより対象

し、細菌検査において MS 菌は class 2、LB 菌は class

部位の歯肉縁下の環境を知ることで部位特異的な炎

3 と細菌因子についてはそれぞれ共にハイリスクの

症リスクを判定する

28)

が、同時にその部位の力のリ

判定結果となった（図 6）。そこで食生活習慣におい

スク因子を確認することは、未病の段階で多因子疾

て、これまでの 2 回の間食を 15 時のみの 1 回とし、

患としての歯周病の発症因子を同定する上で欠かす

時間をかけずに食べるような指導と嗜好品のうち

ことのできない作業となる。こうした力の因子は口

ジュースはやめ、お茶または水に変更するような指

腔内で不当な力として働き、歯や周囲組織に大きな

導を行った。その結果、1 年後の 2 回目の CRT 検査

障害をもたらす（咬耗、アブフラクション、外骨症、

において、唾液分泌量は 10ml ／ 5 分、唾液緩衝能

14)

顎関節症等） 。なかでも、歯周組織に与える影響

も高い状態を維持し、さらに細菌検査においても MS

は計り知れず、それを事前に検査する意義は大きい。

菌は class 0、LB 菌は class 1 とそれぞれ共にローリ

ブラックスチェッカー（ロッキーマウンテンモリ
タ）は、夜間を通じて繰り返される無意識のブラキ
シズムを診断する上で不可欠な検査である

14, 15, 29 - 31)

。

スクとなった（図 6）。
今後もこうした検査を定期的に実施しながら適切
な食生活習慣の指導を行うことで、健全な永久歯列

また、口腔疾患における歯槽骨吸収は、細菌による

の完成を目指し、う蝕の発症リスク低減を図るケア

感染あるいは不正な応力によるものであるが、臨床

を継続していくこととした。

においてそのどちらが原因なのかを究明するために
もそれは有効な検査である。
ブラックスチェッカーは被験者の顎模型上で製作

2）症例 2
図 7 は上顎右側臼歯部に軽度の歯の動揺と違和感

された厚さ 0.1mm の色素付吸引圧接型スプリントで

を訴えて受診した 31 歳の女性の口腔内写真である。

ある。これを就寝時に口腔内に装着し起床時に外し

基礎疾患はなく、喫煙もしていない。ホームケアは、

たものを模型上に戻しブラキシズムによって強く抜

1 日 3 回の歯磨きを 1 回につき 3 分程度かけ朝食後、

けた部位をみる。その状態を診断することで咬合性

昼食後、就寝前に慣行している。デンタルフロスも

14
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CRT バッファ・バクテリア（Ivoclar Vivadent）

時々使用しているとのことである。しかし、上顎右

することとした。その効果をみるために、1 年後に 2

側第 1、第 2 小臼歯および第 1 大臼歯に 1 度（軽度）

回目の BANA ペリオを実施したところ、負荷のかかっ

の動揺が認められた。パノラマエックス線画像にお

ていた上顎右側第 1 小臼歯および第 1 大臼歯はとも

いて同部位も含め全顎的に骨吸収は認められない。

に陰性となった（図 9）
。これは負荷の軽減により同

そこで、先ず力の因子を診るためにブラックスチェッ

部位の歯周ポケット内の「嫌気環境」が力のコント

カーによる夜間のブラキシズム（歯ぎしり）の検査

ロールによって改善されたことを示唆する。さらに

を施行したところ

15)

、動揺歯のうち上顎右側第 1 小

ペリオチャート（図 10）についてもプラークコント

臼歯と第 1 大臼歯のそれぞれの作業側の頬側咬頭内

ロールにより、1 年後にはすべての数値において改善

斜面が特に強く抜け、ブラキシズムにより大きな負

が認められた（BOP 18.3％ → 9.5％ , 4mm 以上のポ

14, 31)

荷がかかっていることが判明した（図 8）

。次に、

ケット 5.0％ → 1.2％ , PCR 17.5% → 8.9％）。

BANA ペリオによる細菌検査を実施した。当該部位

このようなケースにおいて多くは後にナイトガー

の歯とともに判定評価の比較のために、他の健全と

ドを使用することになるが、その根底には咬合の問

思われる部位の歯（反対側の上顎左側第 1 小臼歯お

題があるため、スタディモデルによる咬合診断のほ

よび下顎左側第 1 大臼歯）も併せて行った。その結

かに、セファロエックス線による画像分析・診断や

果、健全部位がそれぞれ陰性であったのに対し、動

CADIAX®（白水貿易）32) を使用しての顎関節の診断

揺歯でもある対象部位の上顎右側第 1 小臼歯は弱陽

などの精密検査がさらに必要となってくる。こうし

性、
第 1 大臼歯は陽性を示した
（図 9）
。そのことから、

た高度な知識と熟練した技術を要するアドバンスな

ブラキシズムにより負荷がかかっている部位の歯周

検査・診断や治療・予防の詳細については本稿では

ポケット内の嫌気度は上がっていることが想定でき

省略するが、力のリスク因子を病因論に基づき抜本

る。すなわち、負荷がかかっている部位は咬合性外

的に解決するためにもそれらは不可欠な手段と考え

傷のリスク部位であるため、当該歯に対する不正な

ている。睡眠時ブラキシズムの加重負担を歯周病の

力を軽減する処置が必要となる。

発症因子の一つとして捉えるならば、たとえこのよ

一般的にこうした咬合性外傷の部位に対する処置

うな高度な精密検査をしなくても、ブラックスチェッ

は咬合調整によるものである（歯周病治療ガイドラ

カーは少なくとも力の因子を診るスクリーニング検

24)

が、本来あるべきガイダンスを考慮せずそ

査としての意義を持つ。咬合性外傷を伴う歯周病に

のような侵襲が伴う不可逆的な対症療法で安易に対

おいて、その発症リスクの一つである力の因子に対

応することは、さらに咬合の不調和をきたし、他の

する検査をせず従来の病態検査のみに依存するよう

部位への新たな咬合性外傷を誘発することになる。

なかたちで歯科治療を継続することは、その病態を

そこで、同側の上顎右側犬歯の口蓋側にレジンを添

より複雑にし予後まで不透明なものにする。そうい

加することにより健全なガイダンスを与え、リスク

う意味でも病因論に基づく検査の重要性を理解すべ

部位に対するブラキシズム時の負荷を一時的に軽減

きである。

イン）
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－病因論からみた「う蝕・歯周病」検査－

図 7 31 歳・女性、上顎右側の第 1・第 2 小臼歯および第 1 大臼
歯に軽度の動揺を認める

図８ ブラックスチェッカー（ロッキーマウンテンモリタ）
ブラキシズム（歯ぎしり）により強く抜けた部分が「力の因子」の
リスク部位

3）検査の留意点
生活習慣の関与する慢性疾患が多い歯科では、検
査実施にあたって留意すべき検査の概念がある。数
値を用いての一般的な検査の考え方は、基準に照ら
して適・不適や正常・異常の有無などを調べること
から、基準値や適性値、正常値、異常値といった判
定基準を設けて評価し、それに基づき診断をしてい
く。しかし、う蝕や歯周病の検査については明確な
図9

BANA ペリオ（白水貿易）

基準値や正常値を示すことができない。
特に、細菌検査においては対象となる菌体が口腔
内の常在細菌であることから、病原性・感染性といっ
た観点でその数量を厳格に示すこと自体に意味はな
い。そこにどの細菌がいるか？ではなく、その細菌
がそこで何をしているのか？ 33) を問題にすべきであ
る。しかもその基準範囲は個人差により異なるため、
特定のマーカーによる被験者間の絶対値の比較によ
る評価もあまり意味をもたない。また、1 回だけの
検査でその適否を評価することは難しく、同一被験
者における経時的変化のなかで評価することが重要
となる 34)。さらに、う蝕も歯周病も多因子疾患であ
ることから、食生活習慣の変化や口腔内の環境の変
化などにより細菌因子以外の発症因子の影響を受け、
それによって細菌数にも変化が生じることは当然あ
り得る。すなわち、う蝕・歯周病の検査においては “ 異
常値 ” を問題とする考え方ではなく、個人差を許容す
る考え方の中でその “ 変化 ” を観察し診断していくこ
とに意味がある。
発症リスクをみる検査において、う蝕では唾液検
査・細菌検査を通じて食生活習慣改善の変化を捉え、

図 10

1 回目と 2 回目（1 年後）のペリオチャート
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「評価療養」

保険給付の対象とすべきものであるか否かについて
適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行
うことが必要と認められるもの。

  「選定療養」

特別病室の提供など被保険者の選定に関わるもの。
特別の療養環境（差額ベッド）、歯科の金合金等、
10 項目の療養が指定を受けている。

第 1 号： 10 － 18 , 2018

療養費全体に係る費用のうち基礎部分についていは保険給付をし、
特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者の
選択の幅を広げようとするもの。
健康保険法一部改訂（平成 18 年 10 月 1 日施行）
図 11

厚生労働大臣の定める「評価医療」および「選定医療」

周ポケット内の嫌気環境と力の因子の変化を捉える

そもそも “ 未病の医療 ” とは発症リスク低減を目指

ことで、それぞれの発症リスクの低減を図ることが

す医療である。そして、それは病因論に基づく医療

できる。したがって日頃の臨床では、どのタイミン

から始まる。なぜ、ヒトは病気になるのか…？これ

グで検査を行いそれをリスク判定の評価にどうつな

からの歯科を担う人たちはいつもそのことを心に刻

げていくか、といった検査のコツがポイントとなる。

みながら、ひとり一人の患者と真摯に向き合い日々

う蝕や歯周病のようにその発症が生態系と微小環境

の診療に励んで頂きたい。

により規定される疾患に対する検査の概念は、それ
ぞれの病因論を根底にそうした “ 変化 ” をどう捉えど

利益相反（ＣＯＩ）
本論文に関して、開示すべき利益相反状態はない。

う “ 読む ” かという点にある。

参考文献

5．まとめ
歯の喪失原因のうち歯周病は 42％、う蝕は 32％
とその合計は喪失歯の全体の 74％を占めている

35)

。

こうした歯科の二大疾患の重症化を予防するために、
発症リスクの低減を目的とした検査の導入により、
疾病の原因を究明し、その発症と再発を制御するこ

1)
2)

3)

とは現代医学の王道である。歯科がその王道を歩む
ためにも、また歯科自身が患者・国民からの信頼を
回復するためにも、これらの検査の導入は不可欠で
ある。その導入にあたっては課題もある。予防給付
が認められていない現行の保険制度下では、これら
の検査が自費扱いとなるため、通常の診療の流れの
中でその導入は難しい。混合診療を回避するために

4)

5)

6)

も、差額ベッドなどを認める選定療養 36)（図 11）の
枠組みの中での導入を目指すことも視野に入れなく
てはならない。検査手法も本稿で紹介したものにこ
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口腔粘膜疾患における口腔検査の重要性
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( 一般社団法人

顎顔面腫瘍制御学分野・教授

日本口腔内科学会・理事長 )

はじめに

1. 口腔カンジダ症

我が国は超高齢社会のトップランナーであるが、

真菌感染症は、皮膚粘膜上皮が侵される表在性真

社会の高齢化に伴って歯科医療における疾病構造は

菌症、皮膚粘膜上皮下組織から筋や骨まで侵される

明らかに変わってきた。従来の健常者型といわれる

深在性皮膚真菌症、深部組織が侵される深部真菌症

歯の形態の回復を主体とした治療から、高齢者型あ

の 3 つに分類されるが、口腔内真菌症は表在性真

るいは有病者型といわれる口腔機能の回復に主体を

菌症である口腔カンジダ症がほとんどである。口腔

移した治療へのパラダイムシフトが求められている。

カンジダ症で検出されるカンジダ属の菌種として

厚生労働省も、単なる長寿ではなく健康寿命の延伸

は Candida albicans が 最 も 多 い が、 そ の 他 に Candida

を掲げており、がん患者等を対象とした周術期口腔

glabrata 、Candida tropicalis 、Candida bubliniens な ど も

機能管理や訪問歯科診療に主眼を置いた政策を打ち

検出される。誘因としては、副腎皮質ステロイド薬、

出し、歯科医師が健康寿命の延伸に貢献することを

免疫抑制薬、抗癌薬などの投与、ヒト免疫不全ウイ

求めている。このような社会的背景や高齢者におけ

ル ス（human immunodeficiency virus：HIV） 感 染、

る口腔粘膜疾患の発症頻度が高いことを考え合わせ

臓器移植、加齢などに伴う免疫不全による日和見感

ると、歯科医師が口腔粘膜病変を診る機会が増える

染、抗菌薬の長期投与による菌交代現象、糖尿病、

ことは間違いなく、歯科医療の新しい需要がここに

鉄欠乏性貧血、悪性貧血といった全身的因子、口腔

あると言っても過言ではない。さらに、日常的に口

衛生状態の不良、義歯、特に清掃不良な義歯の装着、

腔内の治療に携わる歯科医師が、口腔のエキスパー

副腎皮質ステロイド軟膏の長期使用、唾液の減少な

トとして口腔粘膜疾患を正しく理解し、診断や治療

どの局所的因子が関与する 1）。

を的確に行うことができれば、医科歯科連携はより
強いものになり、国民の口腔の健康増進にさらに貢

口腔カンジダ症は、その症状から以下の 3 つに分
類される。

献できると期待できる。
今回の講演では、有病者、高齢者、さらにはがん

1) 偽膜性カンジダ症（図 1）

治療時に高頻度にみられる口腔カンジダ症、口腔扁

口腔粘膜や口角部に白色〜乳白色の斑点状の偽膜

平苔癬、移植片対宿主病（graft-versus-host disease:

が多数みられ、ガーゼで拭うと容易に剥離でき、偽

GVHD）
、天疱瘡や類天疱瘡などの自己免疫性水疱症、

膜の下の粘膜には発赤やびらん、時に潰瘍がみられ

口腔乾燥症、
IgG4 関連疾患、
さらには口腔白板症まで、

るのが特徴である。免疫不全による日和見感染や菌

主要な口腔粘膜疾患を取り上げた。その際、日本口

交代現象により生じることが多い。以前に鵞口瘡と

腔内科学会の代表として、学会で提案してきた診断

呼ばれていたのはこのタイプである。

基準、治療指針、分類を紹介し、さらに、それらの
診断や治療に必要な口腔検査は何か、あるいは求め
られている口腔検査は何か、そしてそれらの重要性
について、私見を含めて解説した。
＊：〒 812-8582

2) 肥厚性カンジダ症（図 2）
偽膜性カンジダ症が慢性化して偽膜の剥離が困難
となり、粘膜上皮の肥厚が著明になるのが特徴であ

福岡県福岡市東区馬出 3-1-1

TEL：092-642-6381

FAX：092-642-6381

e-mail: seiji@dent.kyushu-u.ac.jp
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る。カンジダ性白板症と呼ばれることもある。

必須となる。しかしながら、本疾患は現在までのと
ころ原因は不明で、その発症機序についても不明な
点が多い。日本口腔内科学会と日本臨床口腔病理学

3) 紅斑（萎縮）性カンジダ症（図 3）
灼熱感や刺激痛を伴う口腔粘膜や口角部の発赤が

会は、2009 年に共同で口腔扁平苔癬ワーキンググ

特徴で、偽膜はみられない。特に舌背部の発赤と舌

ループを組織し、口腔扁平苔癬に関する共同調査研

乳頭の萎縮による平滑舌や溝状舌は代表的な症状で

究を 4 年に渡って実施し、2015 年に「口腔扁平苔癬

ある。唾液の減少による口腔乾燥症や鉄欠乏性貧血

全国調査に基づいた病態解析および診断基準・治療

2）

が誘因であることが多い 。また、義歯床下の粘膜

指針の提案」を公表した 6）。この指針は，この調査

にみられることも多く、その場合には義歯性口内炎

研究で集積した症例の臨床病態および組織所見の検

とも呼ばれる。

討結果をもとにして作成したもので，我が国におけ
る口腔扁平苔癬について現時点での診断および診療

＜検査・診断方法について＞

の指針を示すものである。

臨床所見から診断が可能であることが多いが、顕微

詳細はその提案を参照してもらいたいが、従前の

鏡検査と培養検査でカンジダ菌が同定できれば確実

臨床視診型は詳細に分類する方法が一般的であるが、

である。顕微鏡検査の検体としては、剥離した白苔

その提案では臨床像と病理組織学的特徴から白色型

や口腔粘膜表面の擦過物を用いることが多く、PAS

と紅色型の 2 型の分類を示している（図 4 － 10）7）。

染色や Gram 染色を行って同定する。紅斑性カンジダ

また、診断は臨床所見だけでは不十分であり、生検

症や診断が困難な場合には、鑑別のために生検を行

による病理組織所見を踏まえ、臨床病型と病理組織

うこともある。さらに最近では、免疫学的血清検査

像の双方に基づいて確定診断すべきであることを強

も進歩しており、
診断の助けになることがある。また、

調している。さらに、生検をどの部位で行うのかも

菌種によって病態や重症度が異なることがあるため、

重要であり、①肉眼所見で病変と正常部の境界を含

菌種の同定は有用であるが、培養検査が必要になる。

む部位、②網状白斑を認める場合は、白斑を横断す

研究段階ではあるが分子生物学的手法による正確な

るように切除する、③びらんや潰瘍形成を認め、悪

菌量や菌種の同定も可能である

3 ー 5）

。

性腫瘍が疑われる場合は複数箇所の生検を行う、④
可能なら病理医の立会のもとで生検を行う、といっ

2. 口腔扁平苔癬

たことを明記している。

口腔扁平苔癬は、口腔粘膜に網状ないし斑状の白
色病変を形成し、軽度の角化異常を伴い慢性に経過

＜検査・診断方法について＞

する慢性炎症性病変である。病変は時にびらんや潰

臨床的には、上皮過形成、上皮性異形性、上皮内

瘍を伴った紅斑性病変となり、患者は不快症状や摂

癌、早期の口腔癌などの除外診断や、天疱瘡や粘膜

食痛を生じ、日常生活に支障をきたすこともある難

類天疱瘡など他の口腔粘膜疾患との鑑別診断が重要

治性の疾患である。また、歯科臨床において遭遇す

である。そのためにも、上記のように、診断は臨床

る頻度が比較的高い口腔粘膜疾患であり、白板症、

病型と病理組織像の双方に基づくことが極めて重要

早期の口腔癌ならびに他のびらん性疾患との鑑別が

で、原因精査や鑑別診断のために金属パッチテスト

図 1 偽膜性カンジダ症：肺炎のために
抗菌薬を長期に服用した患者（参考文
献 1 より転載）
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図 2 肥厚性カンジダ症：偽膜性カンジ
ダ症が慢性化した患者（参考文献 1 よ
り転載）

図 3 紅斑（萎縮）性カンジ
ダ症：Sjögren 症候群による
口腔乾燥症の患者（参考文献
2 より転載）
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図 4 口腔扁平苔癬：白色型（従来 図 5 口腔扁平苔癬：白色型（従来の 図 6 口腔扁平苔癬：白色型（従 図 7 口腔扁平苔癬：紅色型（従
来の萎縮／紅斑型）
の網状型）
来の白斑型）
丘型）

図 8 口腔扁平苔癬：紅色型
（従来のびらん・潰瘍型）

図 9 口腔扁平苔癬：紅色型（従
来の水疱型）

図 10 口腔扁平苔癬：紅色型（従来の
紅斑型）

や血液検査（抗表皮細胞膜抗体や抗表皮基底膜部抗

己免疫疾患に類似の病態を呈する。いずれの場合も

体など）を参考にすべき場合もある。なお、口腔扁

口腔粘膜は発赤、びらん、潰瘍などが出現する。特

平苔癬の診断基準も明確ではなく、口腔病理医によっ

に慢性 GVHD の場合の口腔症状としては、扁平苔癬

て判断が異なることも少なくないので、診断基準の

に類似した口腔粘膜病変と唾液腺障害による口腔乾

確立と統一が求められている。

燥症がみられることが多い（図 11 － 13）
。また。二
次的に口腔癌が生じることもあるので注意が必要で

3. GVHD

ある。

近年、白血病や重症再生不良性貧血の根知的な治

筆者らは、慢性 GVHD における口腔粘膜病変と唾

療のひとつとして、骨髄や末梢血幹細胞といった造

液腺障害が、それぞれ口腔扁平苔癬と Sjögren 症候

血幹細胞の移植が盛んに行われている。その造血幹

群に類似していることに注目した。２つの疾患とも

細胞移植後の合併症として重要なのが GVHD である。

に中年以降の女性に好発し、特に出産後の発症が多

ドナー由来の T 細胞が宿主の組織適合抗原を認識し

いことから、母親に胎児の T 細胞が混入するという

て非自己と判断し、皮膚、粘膜、肝臓、腸管、唾液腺、

マイクロキメリズムが生じ、慢性 GVHD を発症する

涙腺などを障害する。T 細胞が混在していれば、輸血

という仮説を考えたからである。その結果、口腔扁

後に生じることもある。

平苔癬と Sjögren 症候群の一部の患者の病変部位に、

移植後早期に発症する急性 GVHD と 100 日以降に

女性の患者であるものの、Y 染色体を有する T 細胞

発症する慢性 GVHD とがあり、急性 GVHD よりも慢

が存在することを見出した 8 － 10）。慢性 GVHD は造血

性 GVHD の方が多くの臓器が障害され、しばしば自

幹細胞移植によって人為的に生じる病態ではあるが、

図 11 慢性 GVHD による口腔扁平苔癬
様病変（最新口腔外科学より転載）

図 12 慢性 GVHD による口腔扁平苔癬様
病変と口腔乾燥（最新口腔外科学より転載）

図 13 慢性 GVHD による口腔扁平
苔癬様病変と口腔乾燥

21

中村誠司

口腔粘膜疾患における口腔検査の重要性

出産や輸血といったことが契機になっても生じ得る

陽性）を示す自己免疫性水疱症（表 1）と上皮下水疱（抗

ものである可能性が示されている。

表皮基底膜部抗体陽性）を示す自己免疫性水疱症（表
2）とに大別している。以下にそれぞれの特徴を示す。

＜検査・診断方法について＞
1) 上皮内水疱を示す自己免疫性水疱症

診断は、皮膚、粘膜、肝臓、腸管、唾液腺、涙腺

(1) 尋常性天疱瘡（pemphigus vulgaris）（図 14）

の障害から臨床的かつ総合的に判断される。特に慢
性 GVHD の口腔内症状に関しては、口腔粘膜病変と

口腔内の水疱はすぐに破れ、難治性の広範囲ある

唾液腺障害に注意すべきで、前者は扁平苔癬様の病

いは多発性のびらんとなり、皮膚では弛緩性の水疱

変の有無、後者は口腔乾燥症状と唾液分泌稜の減少

とびらんを生じる。口腔粘膜病変のみの症例と皮膚

により判断する。診断に苦慮する場合には、口腔粘

病変を伴う症例があり、粘膜優位型と粘膜皮膚型

11 －

に 分 類 さ れ る。 前 者 で は 自 己 抗 体 は desmoglein 3

膜と口唇腺の生検をして病理組織学的に判断する
15）

（Dsg3）のみに反応し、後者では Dsg3 と Dsg1 との

。

両方に反応する。

上記のマイクロキメリズムの検出が容易に可能で
あれば、口腔扁平苔癬と Sjögren 症候群の一部の患者

(2) 増殖性天疱瘡（pemphigus vegetans）
（図 15）

ではあるが、病因の解明が可能になるであろう。た
だし、造血幹細胞移植後の患者の場合はほぼ全ての

尋常性天疱瘡の亜型であり、尋常性天疱瘡と同様

T 細胞がドナー由来なので検出は容易であるが、口

に水疱とびらんを生じ、びらん面は乳頭状に増殖す

腔扁平苔癬と Sjögren 症候群の場合はドナー由来の T

る。自己抗体は Dsg3 と Dsg1 に反応する。

細胞は極めて少数で、
ほとんどが宿主の T 細胞なので、
(3) 腫瘍随伴性天疱瘡（paraneoplastic pemphigus）（図 16）

検出は手技的に極めて困難である。

悪性腫瘍（主として血液系悪性腫瘍）に伴い、重
篤な粘膜の水疱とびらん、多形な皮膚病変を生じ、

4. 自己免疫性水疱症

口腔粘膜病変はほぼ必発である。自己抗体が反応す

自己免疫性水疱症は従前から臨床症状および病理

る抗原は多種類にわたる。

学的所見により分類されていたが、近年では、生化
学的ならびに分子生物学的な分析方法の進歩により、

(4) IgA 天疱瘡（IgA pemphigus）（図 17）

自己抗体および標的抗原の種類に基づく新しい分類
が提唱されている。そのため、
日本口腔内科学会では、

角 層 下 膿 疱 症（subcorneal pustular dermatosis:
）

と intraepidermal neutrophilic IgA

その新しい分類に基づいて口腔粘膜に症状を呈する

SPD

可能性がある自己免疫性水疱症の分類案を作成した

dermatosis（IEN 型）がある。皮膚病変が主で、SPD

16）

型では口腔粘膜に生じることはないが、IEN 型ではま

。その分類では、上皮内水疱（抗表皮細胞膜抗体

表 1 上皮内水疱（抗表皮細胞膜抗体陽性）を示す自己免疫性
水疱症（日本口腔内科学会の自己免疫水疱症分類案 16）を改変）
疾患名

自己抗体

抗原*

尋常性天疱瘡

型

表 2 上皮下水疱（抗表皮基底膜部抗体陽性）を示す自己免疫
性水疱症（日本口腔内科学会の自己免疫水疱症分類案 16）を改変）
疾患名
粘膜類天疱瘡

自己抗体

抗原*

粘膜優位型

IgG

Dsg3

BP180 型

粘膜皮膚型

IgG

Dsg3、Dsg1

抗 Laminin332 型

IgG

Laminin-332（laminin-5、epiligrin)

増殖型天疱瘡

IgG

Dsg3、Dsg1

眼型

IgA

不明

IgG

BP180、BP230

透明層型

IgA

97kD/120kD protein

基底板下部型

IgA

不明（一部は VII 型 collagen)

後天性表皮水疱症

IgG

VII 型 collagen

妊娠性疱疹

IgG

BP180

腫瘍随伴性天疱瘡

IgG

desmoplakin I、desmoplakin II

水疱性類天疱瘡

BP230、envoplakin、periplakin

線状 IgA 水疱性皮膚症

170kD protein、Dsg3、Dsg1
IgA 天疱瘡
IEN 型
薬剤誘発性天疱瘡

IgA

不明

IgG

Dsg3、Dsg1

IgG/IgA BP180

＊複数の抗原が列記されている疾患については，症例によって ＊複数の抗原が列記されている疾患については，症例によって
は必ずしも全ての抗原に対する抗体が検出されるとは限らない。 は必ずしも全ての抗原に対する抗体が検出されるとは限らない。
Dsg：desmoglein
IEN: intraepidermal neutrophilic IgA dermatosis
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れに口腔粘膜に生じることがある。自己抗体が反応

(3) 線 状 IgA 水 疱 性 皮 膚 症（linear IgA bullous

する抗原は，SPD 型では desmocollin 1（Dsc1）であ

dermatosis）

るが、IEN 型では不明である。

全身の皮膚に浮腫性の環状紅斑を生じ、水疱は小
型で少なく、口腔粘膜にもびらんを生じることがあ

(5) 薬剤誘発性天疱瘡（drug-induced pemphigus）
薬剤が関与した天疱瘡である。落葉状天疱瘡様の
ものは口腔粘膜には生じないが、尋常性天疱瘡様の

る。透明層型（lamina lucida 型）および基底板下部
型（sublamina densa 型）に分類される。自己抗体は
IgA で、表皮基底膜部に線状に沈着する。

ものは口腔粘膜に生じることがある。薬剤の中止に
より軽快するが通常の天疱瘡に移行することもある。

(4) 後 天 性 表 皮 水 疱 症（epidermolysis bullosa
acquisita）
（図 21）

2) 上皮下水疱を示す自己免疫性水疱症
(1) 粘膜類天疱瘡（mucous membrane pemphigoid）
（図 18、19）

外力の当たる部位に水疱を形成する。しばしば難
治性でびらん性の口腔粘膜病変を伴う。自己抗体は
IgG で、Ⅶ型 collagen に反応する。

主に口腔、眼粘膜、開口部粘膜に水疱とびらんを
生じ、皮膚病変は全く認めないかごくわずかである。
自己抗体は IgG あるいは IgG と IgA の両方であり、

(5) 妊娠性疱疹（pemphigoid gestationis）
妊娠ないし産褥期の女性に出現する水疱性類天瘡

多くは BP180 に反応する。その他に、自己抗体が

類似疾患であり、激しい掻痒を伴う浮腫性紅斑とし

laminin-332（laminin-5、
epiligrin）に反応するものと、

て生じ、その紅斑上に小型の水疱が出現する。口腔

抗原は不明であるが、自己抗体は IgA で、眼病変を

粘膜病変はまれである。自己抗体は IgG で、BP180

主体とするものがある。

に反応する。

(2) 水疱性類天疱瘡（bullous pemphigoid）
（図 20）

(6) その他

口腔粘膜では水疱形成とともに難治性の潰瘍とな

口腔粘膜病変を伴った症例報告があるものとして、

り、皮膚では浮腫性紅斑と大型の緊満性水疱を特徴

抗 p200（ラミニンγ -1）類天疱瘡と抗 p105 類天疱

とする。自己抗体は IgG で、BP230 と BP180 に反応

瘡がある。

する。

図 14 尋常性天疱瘡（粘膜優位型） 図 15 増殖性天疱瘡（参考文献 図 16 腫瘍随伴性天疱瘡（参考文 図 17 IgA 天 疱 瘡（ 参 考 文 献
（参考文献 16 より転載）
16 より転載）
献 16 より転載）
16 より転載）

図 18 粘 膜 類 天 疱 瘡（ 抗 BP180 図 19
粘 膜 類 天 疱 瘡（ 抗
型）（参考文献 16 より転載）
laminin-332 型）（参考文献 16 より
転載）

図 20 水疱性類天疱瘡（参考文献 図 21 後天性表皮水疱症（参
16 より転載）
考文献 16 より転載）
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＜検査・診断方法について＞

表 3 口腔乾燥症の分類（日本口腔内科学会の口
腔乾燥症分類案 17）を改変）

自己免疫性水疱症の診断には、①臨床症状、②病

（１）唾液腺自体の機能障害によるもの
１）シェーグレン症候群
２）放射線性口腔乾燥症
３）加齢性口腔乾燥症
４）移植片対宿主病（GVHD）
５）サルコイドーシス
６）後天性免疫不全症候群（AIDS）
７）悪性リンパ腫
８）特発性口腔乾燥症

理組織像、③免疫学的検査（蛍光抗体法、ELISA 法）、
④標的抗原の検索（免疫ブロット法）が有用であり、
実際は①〜③の項目から診断され、④の項目につい
ては必須ではなく、検索することが望ましいとされ
ている。
自己免疫性水疱症については新しい抗原の発見や

（２）神経性あるいは薬物性のもの

病態の解析など日々進歩が著しい分野であるため，

１）神経性口腔乾燥症
２）薬物性口腔乾燥症

新しい疾患名が追加される可能性が高い。ただし、
そのために必要な④の項目は、全ての医療施設で検

（３）全身性疾患あるいは代謝性のもの

索が可能という訳ではないので、検査体制の充実が

１）全身代謝性口腔乾燥症
２）蒸発性口腔乾燥症

求められているのが現状である。

注）心因性の場合は歯科心身症と診断し、
口腔乾燥症には含めないこととする。

5. 口腔乾燥症
口腔乾燥症は口腔内の唾液が不足して生じる病態
であり、ドライマウスと呼ばれることも多い。日本

ものが主であるが、口呼吸、過呼吸、開口、摂食嚥

口腔内科学会では表 3 のように原因別に分類し、1）

下障害などに伴って局所的な保湿力が低下し、水分

唾液腺自体の機能障害によるもの、2）神経性あるい

が蒸発して生じるものも含まれる。

は薬物性のもの、3）全身性疾患あるいは代謝性のも
のの 3 つに大別している

17、18）

。

唾液腺自体の器質的変化を伴った機能障害による
ものとしては、外分泌腺が特異的に障害を受ける膠

なお、口腔乾燥感を始めとした口腔乾燥症に特徴
的な訴えがあるものの、唾液分泌の減少も他覚的な
口腔乾燥症状もみられない心因性の場合が少なくな
い。その場合は歯科心身症の一つとみなしている。

原病の一つである Sjögren 症候群によるものが第一

口腔乾燥症の症状は原因が異なってもほとんど同

に挙げられる。その他の唾液腺自体の機能障害を生

じで、症状だけで原因を見分けるのは困難である 19、

じる原因としては、放射線治療と加齢性変化が臨床

20）

的に重要で、特に加齢性変化は社会の高齢化に伴っ

粘稠感、口腔粘膜や口唇の乾燥感や疼痛、味覚異常、

て増加してくると考えられるので注意すべきである。

ビスケットやせんべいなどの乾いた食物を嚥下しに

また、造血幹細胞移植後の GVHD、サルコイドーシス、

くいなどがある。他覚症状としては、舌乳頭の委縮

後天性免疫不全症候群（acquired immunodeficiency

による平滑舌や溝状舌（図 3）
、口腔粘膜の発赤（図

syndrome: AIDS）、悪性リンパ腫に伴って生じたり、

22、23）
、口角びらん（図 3）
、齲歯の多発（図 24

唾液腺炎、唾石症、唾液腺腫瘍、さらにはそのため

－ 26）
、歯周病の増悪、歯や義歯の汚染、口臭など

の唾液腺摘出により生じたりすることもある。

がみられる。口腔粘膜や口角部の症状の発現にはカ

神経性あるいは薬物性のものとしては、抑うつ、

。自覚症状としては、口渇、飲水切望感、唾液の

ンジダ菌が関わっており、口腔カンジダ症の一つの

ストレスなどの精神状態や抗不安薬、抗うつ剤、降

型である慢性萎縮性（紅斑性）カンジダ症と考えら

圧剤などの薬物によるものが多く、中枢性および顔

れている。

面神経上唾液核などの唾液分泌に関わる神経系の抑

軽度の口腔乾燥症の場合や、口呼吸、過呼吸、開口、

制（主に副交感神経の抑制あるいは遮断）が原因と

摂食嚥下障害などに伴う局所的な水分蒸発によるも

されている。薬物性は多くの薬物の副作用の一つと

のの場合には、舌乳頭が萎縮して舌背部が平滑にな

してみられ、口腔乾燥症の原因別分類の中では最も

るのではなく、逆に苔が生えたような舌苔が増える

患者が多いとされている。全身性疾患あるいは代謝

ことがあり、さらに毛が生えたような毛舌（図 27）

性のものとしては、脱水などによる全身的な水分欠

を呈することもある。舌苔や毛舌は細菌が付着しや

乏、貧血、糖尿病、腎障害などの全身性疾患による

すく、口腔内の不潔や口臭などの原因にもなる。
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図 22 Sjögren 症 候 群 に よ る 口 腔 乾 燥
症：頬粘膜炎（参考文献 19 より転載）

図 25 Sjögren 症候群による口腔乾
燥症：下顎前歯切端部齲蝕（参考文
献 19 より転載）
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図 23 Sjögren 症候群による口腔乾燥 図 24 Sjögren 症候群による口腔乾燥
症：口蓋粘膜炎（参考文献 19 より転載） 症：歯頸部齲蝕（参考文献 19 より転載）

図 26 Sjögren 症 候 群 に よ る 口 腔 乾 燥 図 27 摂食嚥下障害による口腔乾燥
症：多発性齲蝕（参考文献 19 より転載） 症：舌苔肥厚（参考文献 20 より転載）

＜検査・診断方法について＞

一方、口腔乾燥症に特徴的な症状あるいは唾液分

口腔乾燥の訴えがある、あるいは口腔乾燥症に特

泌量の減少が明らかである場合は、原因の同定、つ

徴的な症状がみられる患者に対する診断の流れを図

まり口腔乾燥症の分類を的確に行うことが必要にな

28 に示す。前述のように種々の原因が考えられるの

る。原因が同定できなければ、有効な治療あるいは

で、まずは既往歴や使用中薬剤を含めた慎重な問診

的確な対応を選択し実施することは困難である。

が必要である。必要に応じて、他の身体症状を調べ

唾液腺自体の機能障害による口腔乾燥症の場合は、

たり、血液検査を行ったり、医科に対診したりする。

唾液腺の器質的変化を伴うために刺激時も安静時も

口腔に関しては、前述の口腔乾燥症状に注意して診

唾液分泌は低下し、いずれの測定方法を用いても唾

察すれば良い。そのうえで唾液分泌量の測定を行う

液分泌量の減少がみられる。また、臨床症状として

が、その方法としては刺激時唾液を測定するガム試

も多くの自覚症状と他覚症状がみられる。

験あるいはサクソン試験、安静時唾液を測定する吐

神経性あるいは薬物性の口腔乾燥症の場合は、副

唾法が一般的である。いずれの検査も簡便かつ容易

交感神経の抑制あるいは遮断によるものと考えられ

に行うことができるので、複数の検査を積極的に行

ており、唾液腺の器質的変化はみられないため、十

い、少なくとも刺激時と安静時唾液の両方を測定す

分な刺激があれば唾液は分泌される。そのため、刺

べきである

18、21）

。

鑑別診断をする際に、まず始めに重要なのは、唾

口腔乾燥を訴える患者が来院

液の減少によって生じるものなのか、あるいは唾液

問診と口腔の診査

の減少によらないものなのかを鑑別することである。

特に、既往歴と服用中の薬剤

そのためには、前述の口腔乾燥症状の診察と唾液分

唾液分泌量測定

少もみられず、口腔乾燥症状も自覚症状のみで他覚
的症状が全くみられない場合には、心因性の歯科心
身症を考えるべきである。蒸発性の場合も唾液分泌

原因が不明確

口腔の検査

原因が明確

眼の検査

・唾液腺造影
・唾液腺シンチグラフィー
・口唇腺生検

量の減少はみられないが、口呼吸、過呼吸、開口、
摂食嚥下障害などに伴って局所的な保湿力が低下し

正常

減少

泌量の測定が重要である。そして、唾液分泌量の減

・涙液量測定（シルマー試験）
・ローズベンガル試験
・蛍光色素試験

血清の検査
・抗 Ro/SS-A 抗体
・抗 La /SS-B 抗体

Sjögren症候群診断基準による判定
陽性

Sjögren 症候群

陰性

その他の口腔乾燥症

て生じるので、原因が同定できれば鑑別は比較的容 図 28 口腔乾燥症の診断の流れ（フローチャート）（参考文献
17、20 を改変）
易である。
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表4

Sjögren 症候群の診断基準（参考文献 22 を改変）

１．生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A) 口唇腺組織で 4mm2 あたり 1focus（導管周囲に 50 個以上のリンパ球浸潤）以上
B) 涙腺組織で 4mm2 あたり 1focus（導管周囲に 50 個以上のリンパ球浸潤）以上
２．口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A) 唾液腺造影で Stage Ⅰ（直径 1mm 未満の小点状陰影）以上の異常所見
B) 唾液分泌量低下（ガム試験にて 10 分間で 10ml 以下またはサクソン試験にて 2 分間で 2g
以下）があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見
３．眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A) シルマ−試験で 5 分間に 5mm 以下で、かつローズベンガル試験（van Bijsterveld スコア）
で 3 以上
B) シルマ−試験で 5 分間に 5mm 以下で、かつ蛍光色素試験で陽性
４．血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A) 抗 Ro/SS-A 抗体陽性
B) 抗 La/SS-B 抗体陽性
< 診断基準 >
４項目のうち、いずれか２項目以上を満たせば Sjögren 症候群と診断する。

激時よりも安静時の唾液分泌低下が著明にみられる

はないので、必要に応じて専門診療科がある大学病

という特徴があり、安静時の様々な自覚症状がある

院などへ対診すべきである。また、後期高齢者など

にも関わらず、摂食時の訴えは少ないことが多い。

では、唾液分泌量の測定すらも困難な場合が少なく

薬物性と判断するためには、その薬物の使用と口腔

ない。最近では、より簡便な検査が求められており、

乾燥症の出現との時期的関連性を確認することが必

口腔粘膜の水分量を測定する口腔水分計も開発され ,

要である。

唾液の成分や性状により診断を行う試みもなされて

全身性疾患あるいは代謝性の口腔乾燥症の場合は、
刺激時も安静時も唾液分泌は低下する。ただし、前

いる 20、23、24）。今後は、どのような場合でも実施でき、
的確に診断できる検査体系を確立しないといけない。

述のように、蒸発性の場合には、いずれの測定方法
によっても唾液分泌量の減少はみられない。

6. IgG4 関連疾患

明確な原因が見つからずに Sjögren 症候群が疑われ

Sjögren 症候群の類似疾患の一つに従来は Mikuliçz

る、あるいは否定できない場合には、表 4 に示す本

病と呼ばれていた涙腺・唾液腺病変があるが、最近

22）

邦のシェーグレン症候群診断基準（1999 年改訂）

では IgG4 関連疾患の一つと見なされ、IgG4 関連涙腺・

に準じて口腔、眼、血清の検査を行い、検査結果を

唾液腺炎と呼ばれている。IgG4 関連疾患は我が国か

診断基準に照らし合わせて診断をすることが必要に

ら発信された新しい疾患概念で、高 IgG4 血症を伴っ

なる。口腔に関しては、唾液分泌量測定（ガム試験、

て、唾液腺、涙腺・眼窩、膵、肝胆、後腹膜腔など

サクソン試験）
、口唇腺生検、唾液腺造影、唾液腺シ

の全身の様々な臓器の腫大や肥厚を生じ、同部には

ンチグラフィーなどを行うが、特に口唇腺生検、唾

著しい IgG4 陽性形質細胞浸潤、線維化、閉塞性静脈

液腺造影、唾液腺シンチグラフィーでは本症候群に

炎がみられる特異な疾患群を包含している。

特徴的な異常所見がみられる。眼に関しては、涙液

IgG4 関連涙腺・唾液腺炎の臨床的特徴としては、

量測定（シルマー試験）
、ローズベンガル試験あるい

唾液腺障害により唾液分泌量が減少して口腔乾燥症

は蛍光色素試験を行い、血清学的には、免疫グロブ

を生じるものの、Sjögren 症候群ほど重篤にはならず、

リン量や抗 Ro/SS-A 抗体や抗 La/SS-B 抗体といった

血清中の抗 SS-A/SS-B や抗核抗体といった自己抗体

自己抗体の有無を検査する。以上の検査結果を本邦

は陰性である。その一方で、涙腺と唾液腺の両側性、

の診断基準に照らし合わせ、Sjögren 症候群かどうか

持続性、無痛性の腫脹を示し（図 29）
、高 IgG4 血症

を診断する。

と涙腺と唾液腺への IgG4 陽性形質細胞の著明な浸潤

なお、上記の全ての検査が一般歯科臨床で可能で
26
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Sjögren 症候群と IgG4 関連疾患の臨床像の比較
Sjögren 症候群

IgG4 関連疾患

発症好発年齢

40 ～ 50 歳代

50 ～ 60 歳代

性差

圧倒的に女性に多い 女性に多い

腺腫脹

反復性、自然消退

持続性

乾燥性角結膜炎

あり

なし、または軽度

唾液腺分泌障害

あり

なし、または軽度

ステロイド反応性 不変

非常に良好

血清 IgG 値

高値

高値

血清 IgG4 値

基準値内～軽度上昇 著明に高値

抗核抗体

陽性が多い

抗 SS-A/SS-B 抗体 陽性

陰性が多い
陰性

図 29 IgG4 関連涙腺・唾液腺炎：両側涙腺、耳下腺、顎下腺、
舌下腺の腫脹

＜検査・診断方法について＞

罹患臓器の生検が重要になるが、唾液腺以外の臓器

診断は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業の研

では生検が容易ではない。また、副腎皮質ステロイ

究班が作成をした IgG4 関連疾患包括診断基準（表 6）

ドの内服が著効を示すものの、漸減を急ぐと再発を

に準じ、臓器別診断基準である IgG4- ミクリッツ病

しやすいため、診断ならびに経過観察のための高感

診断基準（表 7）を組み合わせて行なうと良い

25）

。

度、高精度、かつ非侵襲性の検査が求められている。

診断には、高 IgG4 血症と病変局所への IgG4 陽性

そのため、病態の十分な理解が必要と考え、筆者

形質細胞の著明な浸潤を伴った異所性胚中心の形成

らは精力的に唾液腺病変の病態解析を行ってきてお

と特徴的な線維化が決め手となる

表6

26、27）

。そのため、

り、2 型 ヘ ル パ ー T（Th2） 細 胞、 制 御 性 T 細 胞、

IgG4 関連疾患包括診断基準（参考文献 25 を改変）

１．臨床的に単一または複数臓器に特徴的なびまん性あるいは限局性腫大、腫瘤、
結節、肥厚性病変を認める。
２．血液学的に高 IgG4 血症（135mg/dL 以上）を認める。
３．病理組織学的に以下の２つを認める。
① 組織所見：著明なリンパ球、形質細胞の浸潤と線維化を認める。
② IgG4 陽性形質細胞浸潤：IgG4/IgG 陽性細胞比 40％以上、
   かつ IgG4 陽性形質細胞が 10/HPF を超える。
< 診断基準 >
上記のうち、
・１）＋２）＋３）を満たすものを確定診断（definite）
・１）＋３）を満たすものを準確診群（probable）
・１）＋２）のみをみたすものを疑診群（possible）
ただし、できる限り組織診断を加えて、各臓器の悪性腫瘍（癌、悪性リンパ腫など）や類似疾
患（Sjögren 症候群、原発性硬化性胆管炎、Castleman 病、二次性後腹膜繊維症、Wegener 肉芽腫、
サルコイドーシス、Churg-Strauss 症候群など）と鑑別することが重要である。

表7

臓器別診断基準である IgG4- ミクリッツ病診断基準（参考文献 25 を改変）

１）3 か月以上続く、涙腺、耳下腺、顎下腺のうち 2 領域以上の
対称性の腫脹
２）血清 IgG4 高値（135 mg/dl 以上）
３）病理組織では特徴的な組織の線維化と硬化を伴い、リンパ球と IgG4
陽性形質細胞の浸潤を認める（IgG4/IgG>0.5）
1) + 2) または 1) + 3) で確定診断とする。
ただし、サルコイドーシス、Castleman 病、肉芽腫性多発血管炎、リンパ腫、癌な
どを鑑別する。また、Sjögren 症候群と診断された中に、異なる疾患である IgG4
関連涙腺・唾液腺炎 が含まれている可能性がある。
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IL4 産生濾胞性ヘルパー T 細胞ならびに CD4 陽性細
胞傷害性 T 細胞といった特異な T 細胞が、サイトカ
イン産生を介して異所性胚中心の形成と線維化を誘
導し、病態形成における重要な役割を担っているこ
とを明らかにした 28 － 32）。これらの細胞やサイトカイ
ンは末梢血においても検出可能なので、新規の検査
方法として期待されている。
7. 口腔白板症
従来、口腔白板症は、
「正常なものに比べて明らか
に癌が発生しやすい形態学的な変化を伴った組織」
である前癌病変（precancerous lesions）とされ、
「明
らかに癌発生の危険性が増加した一般的な状態」で
ある前癌状態（precancerous conditions）とは区別
されていた 33）。その区別では、前癌病変としては白

表 8 WHO が提唱する口腔潜在的悪性疾患に含まれる疾患の一覧
（１）臨床分類
１）均一型（homogeneous type）
平坦、波状、敷石状、ヒダ状を呈する
２）非均一型（non-homogeneous type)
亜型として以下のものがある：
① 結節状（nodular）
② 疣贅状（verrucous）
③ 斑状（speckled）
（２）病理組織学的診断
１）過角化症（hyperkeratosis）
２）上皮性異形成（epithelial dysplasia）
（３）関連病変・疾患
１）タバコに関連した白板症
２）摩擦性角化症
３）咬頬
４）歯科修復物に関連した角化症
５）白色水腫
６）白色海綿状母斑
７）カンジダ性白板症
８）口腔扁平苔癬
９）円板状エリテマトーデス
   10)  AIDS に関連した白板症

板症と紅板症が代表的なものであり、前癌状態とし
ては口腔扁平苔癬、鉄欠乏症、口腔粘膜下線維症、
梅毒、色素性乾皮症、円板状エリテマトーデス、萎
縮性表皮水疱症が挙げられていた。ただし最近では、
前癌病変と前癌状態とを区別せず、これらを一括し
て 口 腔 潜 在 的 悪 性 疾 患（oral potentially malignant
disorders: OPMD）と呼ばれている（表 8）34）。
日本口腔内科学会の白板症分類案 35） では、WHO
「口腔粘膜に生じた摩擦に
の診断基準 36） に準じて、
除去できない白色の板状あるいは斑状の角化性病変
で、臨床的あるいは病理組織学的に他のいかなる疾

表 9 口腔白板症の分類と関連病変・疾患（日本口腔内科学会
の口腔白板症分類案 35）を改変）
１）紅板症
２）紅板白板症
３）白板症
４）口腔粘膜下線維症
５）先天性角化不全症
６）無煙タバコ角化症
７）リバーススモーキングに関連した口蓋病変
８）慢性カンジダ症
９）扁平苔癬
10)  円板状エリテマトーデス
11)  梅毒性舌炎
12)  日光角化症（口唇のみ）  

患にも分類されないもの」と定義されている。また、
「臨床的あるいは病理学的に他のいかなる疾患の特徴

均一型はさらに結節状（図 34）
、疣贅状（図 35）
、

も有しない口腔粘膜の白色の板状もしくは斑状の病

斑状（図 36）の亜型に分類される。結節状は正常

変であり、しかも、病理組織学的に上皮性異形成の

粘膜よりやや赤い粘膜に白色の多彩な小結節状突起

有無に関係なく用いる臨床的な病名」とされており、

が多くみられる病変である。疣贅状は凹凸不整な表

局所的な原因または全身的背景が確認または強く示

面を呈する白色の隆起性病変である。疣贅状の病変

唆される病変は、口腔白板症ではなく関連病変・疾

の中で悪性化の危険性が高いものとして、多発性

患に分類されている（表 9）
。

でしばしば広範囲にみられる増殖性疣贅状白板症

臨床型としては、均一型（homogeneous type）と

（proliferative verrucous leukoplakia; PVL）がある（図

非 均 一 型（non-homogeneous type） の 2 型 に 分 類

37）。斑状は正常粘膜よりやや赤い粘膜に多彩な斑状

するのが一般的である。均一型は、全体的に薄く均

の白色突起がみられる病変である。斑状の病変の赤

一な白色または灰白色の病変であり、平坦（図 30）、

色部分は紅斑あるいはびらんであり、悪性化の危険

波状（図 31）
、敷石状（図 32）
、ヒダ状（図 33）な

性が高いとされており、赤色部分が多いものは特に

どの臨床像を呈し、舌縁部、口底、口唇以外の部位

紅板白板症（erythroleukoplakia）と呼ぶ（図 38）。

での癌化率は比較的低い。一方、非均一型は、全体
的に不均一な計上や色調を呈する病変であり、概し
て均一型よりも癌化の可能性が高い。
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図 30 舌の白板症：均一型・平坦（参考文 図 31 口蓋の白板症：均一型・波状（参考 図 32 舌の白板症：均一型・敷石状（参考
献 35 より転載）
文献 35 より転載）
文献 35 より転載）

図 33 舌の白板症：均一型・ヒダ状（参
考文献 35 より転載）

図 36 舌の増殖性疣贅状白板症（参考文
献 35 より転載）

図 34 舌の白板症：非均一型・結節状（参
考文献 35 より転載）

図 35 舌の白板症：非均一型・疣贅状（参
考文献 35 より転載）

図 37 舌の白板症：非均一型・斑状（参 図 38 舌の紅板白板症（参考文献 35 より
考文献 35 より転載）
転載）

必要である。臨床的には口腔扁平上皮癌との鑑別が

パラートに検体を直接塗抹する塗抹法が一般的で

最も重要であり、臨床型はもちろんのこと、発赤、

あったが、昨今は、液状化検体検査法の方が細胞の

びらん、潰瘍、周囲の硬結、腫瘤形成といった所見

乾燥や消失が少なく，免疫組織化学的検索の併用も

がみられれば癌化を疑い、少しでも癌化が疑われれ

可能であることなどから推奨されている。

ば生検をすべきである。日本口腔内科学会の白板症

口腔癌の早期病変（境界病変）に関しては、これ

分類案では、病理組織学的にさまざまな程度の角化

までに多くの検討がなされてきた。従来の WHO 分

の亢進、棘細胞層の肥厚、上皮下へのリンパ球浸潤

類 37）では、臨床的な白板・紅板症などの口腔癌早期

がみられ、しばしば上皮性異形成を伴うとされてい

病変に対し、上皮性異形成と上皮内癌に分類し、上

る。上皮性異形成は組織構造と細胞特性により判断

皮性異形成を軽度、中等度、高度の 3 段階で評価し

され、上皮性異形成が認められないものは過角化症
（図 39）
、認められれば上皮性異形成（図 40 － 42）

てきた。一方、本邦の口腔癌取扱い規約（第 1 版）
38）

では、腫瘍性病変と考えられる口腔上皮内腫瘍（oral

と診断される。なお、上皮全層あるいはほぼ全層に

intraepithelial neoplasia: OIN）と腫瘍性を疑うが異

わたり上皮性異形成が認められるものは上皮内癌

型度が軽度な病変あるいは反応性異型病変と区別で

（carcinoma in situ; CIS）と診断し、口腔白板症では

きない病変である口腔上皮性異形成（oral epithelial

なく口腔癌として取り扱っている（図 43）
。
一方、細胞診も有用であり、初診時のスクリーニ

dysplasia: OED）の 2 段階分類とされていた。
しかし、2017 年の WHO 分類（第 4 版）39）では、

ングはもちろんのこと、経過観察あるいは集団検診

口腔上皮性異形成は「遺伝子変異の蓄積により引き

でも使用可能な簡便な判定法である。従来は、プレ

起こされ、扁平上皮癌に進展するリスクの増加を伴
29
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図 39 過角化症の病理組織写真（参考文
献 32 より転載）

図 40

軽度上皮性異形成の病理組織写真（参考文献 35 より転載）

図 41 中等度上皮性異形成の病理組織写真（参考文献 35 より転載） 図 42 高度上皮性異形成の病理組織写真（参考文献 35 より転載）

いる。従って、各施設で病理医と臨床医が用いる評
価法に関して十分な共通認識を持たないと混乱を招
き兼ねないので注意を要する。
さらに、WHO 分類（第 4 版）では高度異形成と
上皮内癌は同義、あるいは上皮内癌は高異型度口腔
上皮性異形成に含まれるなどの記載がなされている。
一方、口腔癌取扱い規約（第 2 版）では、上皮内癌
についての取扱いや表記に混乱が生じる可能性を危
図 43

上皮内癌の病理組織写真（参考文献 35 より転載）

惧し、病理組織学的に明確に癌と診断されうる上皮
内病変は高度異形成や高異型度口腔上皮性異形成と
はせず、上皮内癌とするとしている。また、口腔粘

う、上皮の構造学的および細胞学的一連の変化」と

膜の上皮内癌の病理組織所見としては、上皮全層に

定義され，腫瘍性病変とみなされた。また、上皮性

異型細胞がみられる全層置換型より，表層に角化層

異形成の評価方法としては、従前の軽度、中等度、

や有棘層への明らかな分化を認め、下層のみに細胞

高度の 3 段階評価法と低異型度と高異型度の 2 段階

異型を示す表層分化型が多いため、口腔癌早期病変

評価法が併記された。そのため、
口腔癌取扱い規約（第

の適切な診断には HE 染色に加えて、サイトケラチン

2 版）

40）

では、WHO 分類（第 4 版）に準拠し、3 段

階と 2 段階のいずれの評価法を用いても良いとして
30

（CK13、CK17）や Ki-67、p53 などの免疫染色を行い、
細胞分化や増殖細胞の分布などの所見を加味するこ
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とを推奨している。
このように、口腔癌の早期病変に関しては、より
精度が高い診断方法の確立が必要で、取扱いや用語
についても混乱しないように統一を図るべきである。
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安心・安全なインプラント治療を行うために
廣安一彦 *
日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科

１．はじめに

は異なる特異な治療ととらえられているように思わ

1965 年に Brånemark 先生が、チタンの特性を生

れる。しかし、インプラント治療は、その診査・診

かした人工歯根型インプラントを初めて臨床応用さ

断からメインテナンスに至るまで通常の歯科治療に

れ、まだ半世紀を過ぎたばかりである １）。しかし、

準じて行われているのが現状である。むしろ、通常

海外の動向を見ていてもインプラント治療は重要な

の歯科治療が確実にできないとインプラント治療自

治療法として、その地位を確立していると考えられ

体が成立しないと考えられる。例えば、通常の抜歯

る。日本においても 2000 年頃を契機にインプラン

操作ができないのにインプラント埋入や上顎洞底挙

ト治療が急速に普及した。エビデンスが乏しい事も

上術ができるということはあり得ないし、あっては

あり、その流れに大学教育は追い付いていけず、臨

ならないと考える。インプラント治療に関しては、

床先行型の治療として注目された。自費診療であり、

2016 年に日本口腔インプラント学会より口腔インプ

短期間で高額収入が可能であることも追い風となり、

ラント治療指針３） が発表され、それに準拠し治療を

2000 ～ 2010 年頃までは、インプラントバブルとも

進めることを推奨している。筆者も本書の作成に携

言われる状態となった。しかし、臨床先行で教育が

わったが、ガイドラインとして発表するには、推奨

追い付いていかなかったため、2007 年のインプラン

度の高いエビデンスが不足していたため指針とした

ト埋入手術による患者死亡例を皮切りに、神経麻痺、

経緯があり、今後はガイドラインへと改定されてい

上顎洞炎、インプラント体の使い回しなどトラブル

くと考えられる。現在、日本口腔インプラント学会

２）

が続発し、マスコミからのインプラントバッ

では、それに準じて各大学系、臨床系研修施設での

シングともとれるネガティブな情報が一般社会に溢

教育から指導医・専門医・専修医制度の運用に応用

れることとなった。そして 2011 年の東日本大震災

している。また卒前教育として大学で使用する口腔

を契機にインプラントバブルは崩壊し、その結果、

インプラント学実習書や実習用模型の作製４）も行い、

現在では安心・安全なインプラント治療を目指す先

実際に実習で使用している大学も増えてきている。

報告

生方が増加して、一時期に比較するとトラブル数は

実際のインプラント治療は、図 1 に示す流れで進

減少傾向にあり、インプラント治療は安定期に移行

められている（図１）
。その中でもとくに重要視され

したと考えられる。

ているのが、診査・診断であり、それを基にした治

今回この報告では、前述した現状を踏まえ、現在

療計画立案である。

のインプラント治療の基本的な流れ、インプラント

全身診査においては既往歴・現病歴の聴取、主治

治療の変遷と新規器具器材のインプラント治療への

医への医療情報の確認、血液検査等が必要となる。

応用、今後の展望について若干の考察を加え報告す

特に顎骨への影響が強い BP 製剤やそれに類似した薬

る。

剤投与を受けている患者へは注意が必要となる。治
療に関してはポジションペーパー 2016 ５） に準ずる

２．現在のインプラント治療の基本的な流れ

が、予後等を考慮し、積極的な治療は勧めていない

インプラント治療は、治療を行われていない先生

のが現状である。また、その他の有病者の中でも、

方からは特殊なイメージが強く、通常の歯科治療と

特に抗血栓療法を受けている患者さんに対しては、

＊：〒 951-8580 新潟県新潟市中央区浜浦町 1 － 8
TEL: 025-267-1500

FAX: 025-211-2448

E-mail: hiroyasu@ngt.ndu.ac.jp
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新規の抗凝固薬を内服している場合も多く、治療経

診

過が長い場合には、観血的処置前に再度問診にて内
服薬等を確認する必要がある。また有病者の治療に

全身診査、局所診査

あたっては、主治医との連携は欠かせない事項であ
る。

診断、治療計画立案

局所診査においては、通常の歯科治療に準じるが、
特に CT 撮影は必須となってきている。CBCT の普及

インフォームド
コンセント

他の補綴処置

により、自院に撮影機器がなくても、検査依頼だけ
術前処置
外科的処置
補綴的処置
歯周処置

でも受けてもらえる医療機関が増えている。実際は、
CT 検査を行うことにより、より正確な解剖学的な形
態を把握し、重要な神経血管等の走行を事前に理解
し、治療計画に反映させる事ができることが最大の
利点であると思われる。またそのデーターをシミュ

インプラント埋入手術
二次手術

レーションソフトで解析し、インプラント体の埋入
から、上部構造の作製までを想定することが可能と
なっているので、さらに有用性は高くなっていると

上部構造

考える。最近では、高額なシミュレーションソフト
を自院で購入し、その操作法を理解する時間やバー

メインテナンス
図1

ジョンアップ等のランニングコストを抑えるために、

インプラント治療の流れ

歯

科

医

院

① CT data 等情報収集

DATA
Transfer

サービスセンター
②模型をスキャン（Wax-up データも）

③模型と、CT データをマッチング

④シミュレーション（Web 上）

⑤ステントのデザインと作製

⑥サージカルガイド
として使用

図2
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臨床応用されてきている。その一例が、口腔細菌叢
DNA 検査（GC 社製）である（図３）
。これらは red
complex を中心とした細菌検査を行い、ビジュアル
化した報告書を用いることで、術者および患者に術
前のインプラント治療のリスクやメインテナンスに
おけるインプラント周囲炎についての理解を深める
ことにつなげることができる。
これら以外にも、できるだけ多くの詳細な患者デー
ターを収集し、分析を行い、安心・安全な治療計画
を立案し、それを確実に実行することが現在インプ
図3

口腔細菌叢 DNA 検査（GC 社製）

ラント治療に求められているポイントだと考える。

web 上でシミュレーションでき、埋入ガイドを作製
できる方法も利用され始めている（図２）
。また、現

３．インプラント治療の変遷と新規器具器材のイン

状では、インプラント治療前に CT 検査を行っていな

プラント治療への応用

い場合、トラブルが起きた時の裁判においてマイナ

インプラント治療は、インプラント体を確実に骨

スに影響する可能性もある。これらのことより、術

内に埋入し、オッセオインテグレーションを獲得す

前 CT 検査は、インプラント治療に必須な検査項目で

ることが第一目標であったため外科主導型で開始さ

あると考える。

れた。これはまずオッセオインテグレーションが獲

また、最近ではインプラント治療前の細菌検査の

得されないとその後の補綴処置に移行できないとの

有用性も高まっている。以前は大学、総合病院以外

考えからである。しかし、インプラント体の形状や

では細菌の同定等はハードルが高い検査であった

表面性状の改良、診査・診断能力の向上、治療手技

が、最近では、細菌検査が簡便に行えるシステムが

の改良等により初期トラブルが減ったことから、上

図4

ショートインプラント症例（アストラテックインプラントシステム

直径 4.0 × 6mm：デンツプライシロナ社）
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のが、ショートインプラント、直径の細いナローイ
ンプラント、オーバーデンチャー用インプラントの
開発と角度の違うインプラント体同士を連結して上
部構造を作製できる CAD/CAM 技術の進歩である。
ショートインプラントは一般的に 8mm 以下の長さを
指すが、筆者が知る範囲では、ツーピースタイプイ
ンプラントで一番短いものは 4mm が海外で発売され
ており、日本でも 5mm から使用できるシステムがあ
り、各メーカーからショートタイプのインプラント
図 5 ロケーター専用インプラントシステム
（LODI: ジンマーバイオメットデンタル社製）

体が新規に開発され発売されている（図４）
。またナ
ローインプラントは、直径 3mm 前後のサイズがあり、
強度を補うためにジルコニア・チタン合金製のイン

部構造を想定し、埋入位置、インプラント体サイズ

プラント体も使用されており、臼歯部への応用も検

を考慮する補綴主導型の治療へと変化した。最近で

討されている。またグラフトを回避して３mm 前後

は、補綴主導型に外科的侵襲や患者の経済的背景、

の直径でロケーターシステムを用いたオーバーデン

希望などを取り入れた患者主導型の治療へと変化し

チャー専用のインプラントシステムも使用されてい

ている。この考え方は、患者の希望通り治療を進め

る（図５）。これは、グラフトレスだけではなく、経

る事を指すわけではない事を十分に理解して取り入

済的な負担も少なく、特に高齢者や広範囲に骨移植

れる必要がある。いずれにしてもインプラント治療

が必要な患者への応用が期待されている。

もその時代に合った治療に変遷していく必要がある。

インプラント治療分野ではその他にも新規器具器

治療の変遷には、新規器具器材の開発とそれらを

材の応用が早い。特に最近ではデジタル分野での進

応用するための治療技術の発展が必要である。イ

歩は著しく、オーラルスキャナーをはじめとして、

ンプラント治療も他の治療同様に、MI（Minimum

フェイススキャナーも登場してきている（図６）
。こ

intervention）の概念を取り入れた治療が応用されて

の他にもセンサーをコントラヘッドに装着し、ドリ

きている。既存骨をできるだけ利用するグラフトレ

ルがどこに位置しているかリアルタイムに確認しな

スの治療がそれに含まれる。その治療を可能とした

がら埋入操作ができるガイドサージェリーシステム

図６
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等により介護が必要となるケースも増えてきている。
そのためインプラント体が軟組織の損傷や炎症の原
因となっているが、容易に上部構造の除去やインプ
ラント体の抜去ができない等の問題も指摘されてい
る。今できる解決策としては、最後まで施術者が責
任を持って経過をみることであり、もうひとつは介
護に携わる関係者にインプラント治療についての啓
蒙活動を行い、その扱い方を理解してもらうことで
はないかと考える。容易なことではないが、今後さ
らに高齢者、有病者のトラブルの原因としてインプ
図７

インプラントガイドサージェリー（IRIS-100：EPED 社製）

ラント治療が挙げられることの無い様に学会を含め
活動していく必要がある。
インプラント周囲炎は、世界中のインプラント研

も応用され始めている（図７）
。
今後も新規器具器材の開発・臨床応用は、デジタ

究者がその治療法の開発を進めているが、いまだ明

ル分野を中心に目まぐるしい速度で進むと思われる

確な治療法が確立していないのが現状である。現在

が、使用にあたってはエビデンスが少ない事を念頭

のインプラント周囲炎への対応としては、進行を遅

に置き、トラブルが起こった際にはどのようにリカ

らせることが主であり、埋入時の骨レベルまで回復

バリーできるのかあらかじめ準備をしておくことも

させることは困難である。当科でも排膿があれば、

重要である。

洗浄を主として繰り返す。改善がない場合にはフラッ
プ手術に準じて、骨外へ露出したラフサーフェイス
部分をチタンブラシ等で研磨し、スムースサーフェ

４．インプラント治療の今後の展望
インプラント治療は、10 ～ 15 年で 90％を超える
６）

イスへと改質し、汚染物の付着を防ぐようにし、こ

成功率を誇る長期予後が期待できる治療である 。こ

れ以上の骨吸収を予防する方法を選択している（図

の数字は器具器材や治療技術の進歩により今後さら

８）
。それでも出血、排膿が改善しない場合には、患

に向上する可能性もある。その長期予後が望める反

者さんと相談のうえ抜去も検討することにしている。

面、加齢に伴う変化やインプラント周囲炎という問

当科では、この事もショートインプラントを選択す

題点もクローズアップされてきた。

る一つの理由としている。今後インプラント周囲炎

超高齢社会であり、平均寿命が 80 歳代半ばとなっ
た現在、インプラント治療を受けた患者で寝たきり

図８

に対する治療法が確立するであろうが、まだしばら
くは現状が続くものと考えられる。

インプラント周囲炎への対応（NiTi Brush: HANS Korea 社）
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以上の事を考慮すると、今後インプラント治療は
ますます低侵襲で、抜去が容易に行えるショートで
ナロータイプのインプラントシステムが普及するこ
とが考えられる。そして上部構造に用いられるメゾ
ストラクチャー等も CAD/CAM の普及により、より
簡便な構造となり、全ての歯科医療従事者が着脱可
能な形態へと変化していくものと思われる。
また今後は、インプラント治療が再生療法へと引
き継がれていくことは容易に想像できるが、もうし
ばらく時間がかかるものと考える。再生療法におい
ても、インプラント治療で培った埋入や骨移植等の
外科手技は十分に応用可能と予測されるため、今後
も安全・安心な手術手技を身につけ、他の歯科治療
にも応用できるようにしておく必要がある。
５．おわりに
現在行われているインプラント治療について、ポ
イントを挙げて記述してきたが、一番重要な事は、
成功の基準７） にあるように「インプラントは、患者
と歯科医師の両者が満足する機能的、審美的な上部
構造をよく支持している」ことではないでしょうか。
インプラント治療がさらなる成熟を機するためには、
治療の技術・器具器材の進歩も必要であるが、それ
以上に今あるトラブルを減らし 、患者が長期経過後
も口腔内の安定が保たれ、インプラント治療を受け
て良かったと思えるような治療体系を確立すること
が必要であると考える。
参考文献
１）Brånemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindström
J. Hallén O, Öhman A：Osseointegrated implants in the
treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10year period, Scand J Plast Reconstr Surg Suppl, 16: 1977
２）公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会学術委員会ト
ラブル調査作業部会：「インプラント手術関連の重篤な医
療トラブルについて」調査報告書、顎顔面インプラント誌、
11：31-39、2012
３）公益社団法人 日本口腔インプラント学会 編：口腔イン
プラント治療指針 2016、医歯薬出版、東京、2016
４）公益社団法人 日本口腔インプラント学会 編：口腔イン
プラント学実習書、永末書店、京都、2014
５）顎骨壊死検討委員会 編：骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の病
態と管理 : 顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー 2016、
公益社団法人日本口腔外科学会ホームページ、2016
６）窪木拓男、完山学：Ⅳ口腔インプラント治療の成功率、赤
川安正、松浦正朗、矢谷博文、渡邉文彦編集、よくわかる
口腔インプラント学 20-24、 第２版第４刷、医歯薬出
版、東京、2012
７）Zarb GA、Albrektsson T（赤川安正 監訳）：インプラン
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Porphyromonas gingivalis 感染症に対する血清抗体価検査
新谷智章 1) ＊、北川雅恵 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保健学研究科

歯周病態学研究室

Porphyromonas gingivalis（P.gingivalis ）感染に対する評

１．はじめに
歯周病は日本人成人の約 80% が罹患しており、歯

価を行なっている。実際の検査方法およびその結果

の喪失の最大の原因である。近年、歯周病の中でも

を用いた研究からこれまでに得られた知見を紹介す

歯周炎は糖尿病、血管障害などの多くの全身的な疾

るとともに、今後の展望と課題について概説する。

患の増悪や発症に関係していることが様々な研究か
ら明らかにされ、Periodontal medicine の概念が確立
された。もはや、歯周病は単に口腔の問題ではなく、

２．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査
歯周ポケットには 500 種類以上の細菌種が棲息す

QOL の維持や健康寿命の延伸に極めて重要であると

ると言われている 1)。歯周組織には細菌の侵入に対抗

考えられている。日本歯周病学会では「歯周病撲滅」

する生体防御反応が存在する（図 1）。一つは、唾液、

を学会のスローガンに掲げ、医科歯科の連携をこれ

歯肉溝浸出液や接合上皮による細菌の排除とマクロ

まで以上に推進することを目指している。歯周炎の

ファージや好中球による菌の貪食、殺菌による防御

検査は、歯周病治療を目的に、個々の歯の炎症の程

（自然免疫系）である 2)。もう一つは、獲得免疫系で、

度（歯周ポケットの深さ、bleeding on probing、歯

一度感染した病原体や類似の病原体に対して抗原提

肉炎指数など）や歯周組織の破壊の程度（アタッチ

示細胞である樹状細胞などがその侵入を感知し T 細

メントレベル、歯槽骨のレベル）を評価してきた。

胞や B 細胞を活性化させ、B 細胞は形質細胞となっ

一方で、歯周炎全体が一つの疾患として、どの程度

て病原体に特異的な抗体を産生し、再侵入してきた

全身に影響しているのかを表す指標は日常臨床の現

病原体に対応する 3)。後者は前者と異なり高い特異性

場では使われていない。歯周炎を一つの疾患として

を有すること、免疫記憶が存在することが知られて

評価するためには、
「感染」
、
「炎症」
、
「機能」の３つ

おり、慢性炎症性疾患である歯周炎の病態形成に非

の視点から評価することが必要である。歯周病原細

常に重要だと考えられている。1970 年ごろから、
「歯

菌に対する血清抗体価測定は、歯周炎を「感染」の

周炎患者の歯周病原細菌に対する血清抗体価は、歯

視点から評価する方法と位置付けられる。

周病原細菌の感染を反映する。」という考え方を基に、

Periodontal medicine の考え方を基盤に医科歯科

歯周病原細菌に対する血清抗体価に着目した研究が

の連携を推進するためには、歯科医療者間だけでな

進められるようになり 4)、1980 年代に入ると、歯周

く、医師、看護師などの歯科以外の医療者や患者

炎患者の P. gingivalis に対する血清 IgG 抗体価が健

にも容易に理解できる共通言語としての検査結果が

常対照者に比べて有意に上昇していることが報告さ

必要となってきている。血清抗体価は、医科では感

れた 5)。また、若年性歯周炎患者では Aggregatibacter

染症の検査やワクチン接種の効果判定などに日常

actinomycetemcomitans （A. actinomycetemcomitans ) に対

的に用いられており、血液検査の 1 項目として受

する血清 IgG 抗体のレベルおよび抗体発現頻度が慢

け入れられ易いと考えられる。広島大学病院口腔検

性歯周炎患者や歯周組織が健常である対照者と比較

査センターでは、各種の歯周病原細菌に対する血清

して有意に高いことが報告されている 6)。1988 年に

IgG 抗体価の測定によって、臨床・疫学研究、特に

は、村山らによって P.gingivalis をはじめとする特定

＊：〒 734-8551

広島市南区霞 1-2-3

TEL：082-257-5727

FAX：082-257-5727

E-mail: tshintan@hiroshima-u.ac.jp
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の歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価は、特定の

た方法で行っている 7)。プレートに固相化する抗原

歯周病型で上昇し、さらには臨床症状の進行に相関

は、大量培養した菌をガラスビーズと共に超音波ホ

7)

し、歯周治療によって低下することが報告された 。

モジナイザーを用いて破砕することによって粗抽出

村山らの方法は、現在、我々が行っている Enzyme-

抗原とする。その後、超遠心（12,000 x g、20 分間）

Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 法 を 用 い た

し、その上清を凍結乾燥して抗原として用いている。

血清 IgG 抗体価検査法（後述）の原法であり、この

抗原を終濃度（10 µg/ml）になるように、重炭酸ナ

報告によって血清抗体価検査は、歯周病の診断およ

トリウム緩衝液で調製し、96 ウェルのマイクロタイ

び予後の指標となる可能性が示された。当院では、

タープレートに吸着させる。次に、抗体価算出のた

P.gingivalis 、A. actinomycetemcomitans を含む歯周病原

めの標準血清（12.5 倍～ 51,200 倍の連続倍数希釈）

細菌に対して血清抗体価検査を口腔検査センターが

または、被検血清と陰性コントロール患者血清（3,200

一括して実施し、臨床研究のみならず、臨床の場に

倍希釈）を各ウェルに加えて固相化抗原に結合させ

おいても活用している。

る。二次抗体は、アルカリフォスファターゼで標識
したヤギ由来の抗ヒト IgG-Fc 抗体（5,000 倍希釈）

３．歯周病原細菌に対する血清 IgG 抗体価検査の実際

を用いて反応させ、発色基質を添加し、発色後はマ

当センターで行っている血清抗体価検査について

イクロプレートリーダーにて 405 nm で比色定量を

紹介する（図 2）
。既に述べたが、村山らによって報

行う。当院で患者への説明に用いている検査結果シー

告された ELISA 法を用いた血清抗体価検査を改変し

トを示す（図 3）。

図1

歯周組織における免疫応答

図2
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ELISA 法による歯周病原細菌に対する血清抗体価測定

図 3 広島大学病院口腔検査センターで使用している検査結果用紙
常者（5 名）の血清抗体価も対照として測定し、その平均値 +
2SD 以上を陽性としている。また、ELISA unit は健常者の血清
抗体価を、換算処理により 100 とした時の値である。
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４．P.gingivalis 感染に注目した評価
歯周炎患者のポケットから最も高頻度で検出され
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5．Periodontal medicine の視点から
1998 年にアメリカ歯周病学会が、歯周炎はさまざ

る P.gingivalis が歯周組織において強力な病原性を有

まな全身疾患のリスクファクターになりうるという、

し、歯周炎の発症に深く関与していることは、多く

Periodontal medicine の概念を提唱した 16)。すなわち、

の臨床家や研究者に周知されている 8)。広島大学病

歯周炎は誤嚥性肺炎の原因となり、早産・低体重児

院歯周診療科を受診した患者の歯周病原細菌に対す

出産や糖尿病の増悪に関係することが明らかにされ、

る血清抗体価検査を行い、血清 IgG 抗体価の陽性者

歯周炎は単に口の中だけでなく、全身の健康を脅か

（健常者の平均＋ 2SD 以上の抗体価を示した患者を陽

す病気であることがわかってきた。そのメカニズム

性者とした）の比率を算出した結果では、P.gingivalis

としては、肺炎では歯周病原細菌が気道を介して侵

に 対 す る 陽 性 率 は 約 70 ％ で あ っ た。P.gingivalis と

入し 17) 糖尿病 18) や早産 19) では内毒素である LPS や、

同様にレッドコンプレックスに分類される歯周病原

歯周炎の病巣で宿主の細胞によって産生された TNF-

細 菌 で は、Tannerella forsythensis お よ び Treponema

αなどの炎症性サイトカインが関わる可能性が疫学

denticola の陽性率はそれぞれ 31% と 18% であった。

調査や基礎研究から明らかになってきている。また、

P.gingivalis は、他の菌に比べ陽性率が極めて高かった

関節リウマチでは、P.gingivalis が産生するシトルリン

（未発表データ）
。P.gingivalis については線毛の遺伝子

化酵素が関節内のタンパクをシトルリン化し、それ

型が異なる複数の菌株（図 4）について抗体価を測定

に対する抗体が産生されて、抗体と関節内のシトル

したところ、P.gingivalis の菌株に対する陽性率は、患

リン化タンパクとが免疫複合体を形成することによ

者間で違いが見られた（未発表データ）
。P.gingivalis

り関節炎を引き起こすことが報告されている 20、21)。

は菌株間で病原性が大きく異なることは、マウスへ

さらに、歯周病原細菌の DNA が胎盤 22) や大動脈壁

の移植実験によっても報告されている 9)。

の粥状プラーク 23) に存在することが示され、菌が血

P.gingivalis の菌体表面の線毛は、宿主への定着に大

きな役割を果たしている

10)

。現在までに、P.gingivalis

流を介して全身に拡散することによっても、動脈硬
化症をはじめとする血管障害 24) の増悪や早産・低体

線毛遺伝子である fimA にはその塩基配列によりⅠ～

重児出産 22) に関係することが示唆されている。また、

Ⅴ型および Ib 型の６つの遺伝子型の存在が報告さ

P.gingivalis の菌体成分は非アルコール性脂肪性肝炎

れている

11)

。天野らは、歯周炎の罹患状態が口腔内

の P.gingivalis の fimA 型に相関していることを報告し
た

12)

（NASH）25、26) の病態の進行にも関わる可能性が報告
されている。

。すなわち、疫学的解析から、fimA の II 型 及び

IV 型が重度の歯周炎患者から多く分離され、一方、
I 型や V 型は健常者から多く分離されることが示さ
れている

12)

。これは、II 型 及び IV 型の fimA を持つ

P.gingivalis は病原性が強いことを示唆しており、実際

６．P.gingivalis 感染症と血清抗体価
P.gingivalis に対する血清抗体価が上昇する疾患とこ

れまでに明らかになっている fimA の遺伝子型を図 5
に示す。

に、II 型に関しては、上皮細胞への付着や侵入性が
高いという報告 13、14) や、宿主細胞に強い炎症を誘導
するという報告などがある 15)。

図 4 fimA 遺伝子型別 P. gingivalis 抗原
これまでに報告のあった、P. gingivalis 抗原を示す。

図 5 P.gingivalis に対する血清抗体価が上昇している疾患と、
fimA 遺伝子型
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新谷智章

他 Porphyromonas gingivalis 感染症に対する血清抗体価検査

動脈疾患患者において P.gingivalis に対する血清抗
体価は、対照群より有意に高いことが報告されてい
る

27)

。fimA の遺伝子型については、Yamasaki らに

り、抗体価を用いたエビデンスの構築のためにも、
日本口腔検査学会や国公立大学歯科臨床研究推進会
議での今後の検討に期待したい。

よって歯周炎に罹患している冠動脈性心疾患患者で
は、Ⅰ型に比べⅣ型が有意に上昇していることが報
告された

28、29)

。早産・低体重児出産に関する報告と

して、Dasanayak らは、低体重児出産および正常体
重児出産した患者の血清抗体価を測定した結果、低
体重児を出産した患者の P.gingivalis の抗体価が有意
に高値であったことを報告している 30)。Nakahara ら
は、P.gingivalis fimA のⅣ型に対する血清抗体価が陽
性の NASH 患者では、Ⅰ型やⅡ型に対する抗体が陽
性の NASH 患者に比べ、
肝臓の線維化が進行しており、
その結果、肝臓の脂肪酸代謝に強く影響を与えるこ
とを報告した 31)。
関節リウマチ 32)、アルツハイマー病 33)、糖尿病 34)
および慢性腎臓病 35) の患者でも、P.gingivalis に対す
る血清抗体価の上昇が報告されている。当院の関節
リウマチ患者の血清抗体価では、特定の fimA 型が陽
性であった（未発表データ）。さらに、P.gingivalis に
対する血清抗体価が陽性の患者群で、抗シトルリン
化蛋白抗体の発現が高かった（未発表データ）。ア
ルツハイマー病患者および 2 型糖尿患者における
P.gingivalis の血清抗体価はⅠ型が上昇する傾向にある

ことが報告されている 33、34)。このように、歯周病と
関連のある疾患を有する患者において、P.gingivalis 感
染の疾患特異性や fimA 型の解明が進められている。
7. おわりに
歯周病原細菌に対する血清抗体価検査、とりわけ
P.gingivalis に対する血清抗体価検査は、これまでの多

くの研究によって歯周炎の病態を評価する方法とし
て認知され、現在では、P.gingivalis の線毛遺伝子型な
ど、菌種から菌株レベルへと詳細な検討がなされる
ようになっている。さらに、P.gingivalis 感染は歯周局
所だけではなく、全身の様々な臓器へも及んでいる
可能性があり、それを的確に評価する検査に注目が
集まっている。P.gingivalis 血清抗体価に疾患ごとの臨
床指標と合わせて分析を行い、多様な P.gingivalis 抗
原を用いたより詳細な解析を加えることによって、
臨床的な新たな価値が見出される可能性がある。
さらに、検体採取と測定方法の統一により、多施
設からのデータを集約して共有することが可能であ
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Simple and rapid detection of Rothia mucilaginosa by loopmediated isothermal amplification method
Keisuke Nakai, Hiroshi Maeda*, Hideaki Ikenaga, Norimasa Tsuji
Department of Endodontics, Osaka Dental University
8-1 Kuzuhahanazonocho Hirakata, Osaka 573-1121, Japan
Abstract
Aim: Rothia mucilaginosa is an emerging opportunistic pathogen in immunocompromised
hosts. The aim of this study was to develop a rapid and simple examination method for
this pathogen.
Methods: The loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method was applied.
Two primer sets (FIP, BIP, F3, B3 and two loop primers) were designed including
species-specific sequences of the 16S ribosomal RNA gene. The LAMP reactions were
performed under isothermal conditions at 64°C for 20 or 50 minutes.
Results: The target gene was specifically amplified by LAMP with one primer set.
Unexpectedly, the other primer set showed nonspecific amplification for other Rothia
species. The amplicons were visualized by agarose gel electrophoresis with detection
limits of 10 and 100 cells/tube for the 50-minute and 20-minute LAMP methods,
respectively. By addition of SYBR-Green I, naked eye inspection was possible with the
same detection limit. To further simplify the method, intact cells were subjected to the
LAMP assay, and the amplicons were detected with a limit of 10 cells in the 50-minute
reaction.
Conclusion: Using LAMP, we developed a simple and rapid detection assay for R.
mucilaginosa . This assay may be useful for microbiological diagnosis.

Key words: Rothia mucilaginosa , loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method,
naked eye inspection, opportunistic pathogens, bacteremia
Recieved; December 5th 2017 Accepted: December 11st, 2017
Introduction

Rothia species have been recognized as emerging

Rothia mucilaginosa is a gram-positive coccobacillus,

opportunistic pathogens associated with serious

previously known as Stomatococcus mucilaginosus . This

infections in immunocompromised hosts 1). Rothia

microorganism is a member of the oral microflora

infections have been reported in endocarditis 2) ,

and is usually not associated with systemic infections

m e n i n g i t i s 3), p n e u m o n i a 4), b a c t e r e m i a 5), a n d

in healthy hosts. Recently, R. mucilaginosa and other

endophthalmitis5). Immunocompromised hosts, such
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Table 1 Reference strains and results of LAMP and conventional RCR for each strain

LAMP

Strains

conventional

Primer set A

Primer set B

PCR

Rothia mucilaginosa DY-18

+

+

+

Rothia mucilaginosa ATCC 25296

+

+

+

Rothia aeria JCM 11412

–

+

–

Rothia dentocariosa ATCC 17931

–

+

–

Actinomyces viscosus ATCC 15987

–

–

–

Actinomyces oralis MG-1

–

–

–

Escherichia coli ATCC 25922

–

–

–

Staphylococcus aureus NBRC 14462

–

–

–

Staphylococcus epidermidis ATCC 14990

–

–

–

Enterococcus faecalis ATCC 19433

–

–

–

Streptococcus sanguinis ATCC 10556

–

–

–

Streptococcus salivarius JCM 5707

–

–

–

Streptococcus mutans ATCC 700610

–

–

–

Pseudomonas aeruginosa 13275

–

–

–

Tannerella forsythia ATCC 43037

–

–

–

Campylobacter rectus ATCC 33238

–

–

–

Porphyromonas gingivalis FDC 381

–

–

–

Aggregatibacter actinomycetemcomitans Y4

–

–

–

Prevotella intermedia ATCC 25611

–

–

–

Treponema denticola ATCC 35405

–

–

–

Fusobacterium nucleatum ATCC 25586

–

–

–

Eikenella corrodens ATCC 23834

–

–

–

as patients with hematological malignancies under

The loop-mediated isothermal amplification

chemotherapy or neutropenic patients, have been

(LAMP) method, developed by Notomi et al. 8), relies

reported as targets of this microorganism6).

on autocycling strand displacement DNA synthesis

The source of R. mucilaginosa infection is

by the Bst DNA polymerase large fragment. The

presumed to be gut translocation, mucositis, or

react ion can be conducted under isothermal

6)

catheter-related infection . In addition, it is necessary

conditions ranging from 60°C to 65°C. The specificity

to pay attention to oral infectious diseases. Periapical

is attributable to four primers that recognize six

periodontitis is a disease caused by polymicrobial

distinct sequences. Continuous amplification under

infection of oral bacteria in the tooth root canal.

isothermal conditions produces large amounts of

R. mucilaginosa has been reported to be a pathogen

target DNA in a short time. Therefore, the method

7)

of persistent periapical periodontitis . Root canals

has high sensitivity, rapidity, and enables simple

connected to alveolar bone are known as a source

visual (naked eye) judgment of DNA amplification

of dental focal infection, and therefore bacterial

through a color change of the reaction mixture with

examination of the root canal is critical in dental

SYBR Green I9). LAMP methods have been developed

treatment, especially for immunocompromised hosts.

for bacterial examination in many fields 10-12) ,
45
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Table 2 Nucleotide sequences of LAMP primers

primer set A
Primer

Sequence

F3

GCCTTCGGGTTGTAAACCTC

B3

GTTAAGCMCCGGCCTTTC

LF

TTTCTCTGCAGGTACCGTCA

LB

GAGCGTTGTCCGGAATTATTGG

FIP

GCTGCTGGCACGTAGTTAGCC-TAGCAGGGAAGAAGAGARAT

BIP

CGCGGTAATACGTAGGGCGC-ACAGCAGACGCGACAAAC
primer set B

primer

Sequence

F3

CGAGCGTTGTCCGGAATT

B3

AGTTACAGCCCAGAGACCTG

LF

GCAGACGCGACAAACCG

LB

ATTCCTGGTGTAGCGGTGGA

FIP

TACACGGAGTTAAGCYCCGG-GGGCGTAAAGAGCTTGTAGG

BIP

AGAGTGCAGTAGGGGAGACTGG-CCTTCGCCATCGGTGTTC

including examination of antibiotic resistance13). As

determination of the detection limits, tenfold serial

the method does not require special apparatus, such

dilution samples were prepared. In addition to

as a thermal cycler, it is practical to use for chair-

the Rothia species, cell suspensions were prepared

side microbiological diagnosis in dental offices. In

from 18 reference strains (Table 1) as described

the current study, we aimed to develop a new LAMP

previously11,13,14).

method for R. mucilaginosa . For the purpose, two sets
of LAMP primers were designed and the performance

2. DNA extraction

of the methods were described.

InstaGene TM Matrix (Bio-Rad, Hercules, CA, USA)
was used for DNA extraction from cultivated strains

Materials and Methods

according to the manufacturer’s instructions. Briefly,

1. Bacterial strains and cell preparation

bacterial cells suspended in PBS were pelleted by

The bacterial strains used in this study are listed in

centrifugation (14000 rpm for 10 minutes) and

Table 1. Rothia species, including Rothia mucilaginosa ,

resuspended in 200 µl of InstaGeneTM Matrix. The

Rothia aeria , and Rothia dentocariosa , were cultivated

suspensions were incubated at 56°C for 30 minutes

TM

Microbiology Systems:

and then 100°C for 8 minutes. After incubation, the

BD, Franklin Lakes, NJ, USA). Bacterial colonies

suspensions were centrifuged and 2 µl aliquots of

on the agar plates were suspended in phosphate-

the resulting supernatants were used for LAMP and

buffered saline (PBS) (Thermo Fisher Scientific K.K.,

conventional PCR.

on blood agar plates (BBL

Tokyo, Japan). The cell suspensions were subjected
to DNA extraction prior to use for LAMP reaction,

3. Primers for LAMP

or used directly as templates. Cell numbers in

Primers for LAMP were designed to target the 16S

the suspensions were estimated by real-time PCR

rDNA of R. mucilaginosa using Primer Explorer version

using universal primers for the 16S ribosomal RNA

5 (Fujitsu, Tokyo, Japan) at the Net Laboratory

gene (16S rDNA) as described previously
46

14)

. For

website (https://primerexplorer.jp/). Two sets of

JJ S E D P Vol. 10 No. 1: 44 － 52 , 2018

mucilaginosa:TGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGG 415
aeria
:TGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAG-CTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGG
dentocariosa:TGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGG

Primer set A-F3

Primer set A-F2

mucilaginosa:CCTTCGGGTTGTAAACCTCTGTTAGCAGGGAAGAAGAGAGATTGACGGTACCTGCAGAGA 475
aeria
:CCTTCGGGTTGTAAACCTCTGTTAGCATCGAAGAAGCGAAAGTGACGGTAGGTGCAGAGA
dentocariosa:CCTTCGGGTTGTAAACCTCTGTTAGCATCGAAGAAGCGAAAGTGACGGTAGGTGCAGAGA

Primer set A-F1

SacII Primer set A-B1

Primer set B-F3

mucilaginosa:AAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCG 535
aeria
:AAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCG
dentocariosa:AAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCG

Primer set B-F2

Primer set A-B3

Primer set A-B2

mucilaginosa:GAATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAAGGCCGGGG 595
aeria
:GAATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTGGTCGCGTCTGCTGTGAAAGGCCGGGG
dentocariosa:GAATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTGGTCGCGTCTGCTGTGAAAGGCTGGGG

Primer set B-F1

XspI

Primer set B-B1

mucilaginosa:CTTAACTCCGTGTATTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAA 655
aeria
:CTTAACTCC-GGTTTTGCAGTGGGTACGGGCTAACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAA
dentocariosa:CTTAAC-CCTGGTTTTGCAGTGGGTACGGGCTAACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAA

primer set B-B2

mucilaginosa:TTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGT 715
aeria
:TTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCACAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGT
dentocariosa:TTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGT

primer set B-B3

mucilaginosa:CTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGAAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACC 775
aeria
:CTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGAAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACC
dentocariosa:CTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGAAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACC

Fig. 1. Target sequence of 16S rDNA and primer locations. The nucleotide sequence of the 16S rDNA of R. mucilaginosa (accession
NO. AP011540) was used to design the primers, and the target region is shown with the sequences of R. aeria (accession NO.
AB071952) and R. dentocariosa (accession NO. M59055). A forward inner primer (FIP), a backward inner primer (BIP), and two
outer primers (F3 and B3c) were used for a basic LAMP. Two sets of primers (A and B) were designed in this study, and their
locations are indicated by lines or broken lines. The FIP consisted of a sequence of F1c and F2 (5'-F1c-F2-3'). The BIP consisted
of a sequence of B1 and B2c (5'-B1-B2c-3'). The numbers on the right indicate the base position of the 16S rDNA. The restriction
enzymes Sac II and XspI were used for digestion of LAMP products with primer sets A and B, respectively. Their recognition sites
are indicated by boxes.

four primers, a forward inner primer (FIP), a reverse
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P
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od

uc
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ig
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Id

pr
P

Sa

M

mucilaginosa -specific sequences. Prior to selection, R.

LA

B3)8), were selected from the candidates to include R.

t

inner primer (BIP), and two outer primers (F3 and

mucilaginosa -specific regions on the 16S rDNA were

identified by alignment of the published sequence
data of 16S rDNA of other bacterial species, including
R. aeria and R. dentocariosa , obtained from the National

Center for Biotechnology Information website and
human oral microbiome database. Alignments were
performed in Genetyx ® ver. 8 (Genetyx Co., Ltd.,
Tokyo, Japan). Two loop primers (LF, LB) 15) were
designed for each primer set and used to accelerate
the reactions.
4. LAMP reaction
The LAMP react ion was carried out using a
Loopamp® DNA Amplification Kit (Eiken Chemical

Primer set A

Primer set B

Fig. 2. Electrophoresis pattern of LAMP products. The LAMP
reactions were carried out with primer set A or B and extracted
R. mucilaginosa DNA template. The LAMP products and the
digestion products with Sac II and Xsp I were electrophoresed on
agarose gels.
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Co. Ltd., Tokyo, Japan). The 25-µl reaction mixtures

mixture, and the color change was observed under

contained 40 pmol each of FIP and BIP, 5 pmol each

natural light.

of F3 and B3, 20 pmol of LF and LB primers, 2 µl of
template, 1 µl of Bst DNA polymerase (8 units), and

6. Conventional PCR method

12.5 µl of reaction mix supplied with the kit. The

Conventional PCR16) for detection of R. mucilaginosa

reaction mixtures were incubated under isothermal

was performed simultaneously with the LAMP

conditions at 64°C   for 20 or 50 minutes. After

methods. The sequences of forward and

incubation, the reaction was terminated by heating at

reverse PCR primers targeting the 16S rDNA

80°C for 2 minutes.

w e r e 5 ' - G C C T A G C T T G C T A G G T G G AT - 3 ' a n d
5'-GCAGGTACCGTCAATCTCTC-3', respectively. The

5. Detection of LAMP products

PCR products were detected by electrophoresis on

The LAMP product was detected by agarose gel

2% agarose gels stained with ethidium bromide.

electrophoresis or naked eye inspection. For
electrophoresis, aliquots of 2 µl of the reaction

Results

mixture were loaded onto 2% agarose gels, which

1. Primer design and LAMP reaction

were stained with ethidium bromide (50 µg/ml), and

Two LAMP primer sets (A and B) were designed in

examined under UV illumination (302 nm). For naked

this study. The nucleotide sequences of the primers

–1

(Takara Bio, Shiga, Japan) was added to the reaction

primers for 16S rDNA are shown in Figure 1 with

(c)

LAMP-Primer set A

ar

k

(b)

M

M
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k
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are shown in Table 2, and the locations of basic
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eye detection, 1.0 µl of 10 -diluted SYBR Green I

LAMP-Primer set B

Conventional PCR
Fig. 3. Specificity of LAMP. For the specificity test, DNA templates from 22 reference strains (103
cells) were used as templates, and representative results are shown. LAMP with primer set A
specifically yielded an amplification product from R. mucilaginosa templates (ATCC 25296 and DY18 strains). No amplicon was seen using templates from other reference strains tested (a). An
amplicon was detected in LAMP with primer set B using templates from R. mucilaginosa (ATCC
25296 and DY-18), R. aeria JCM 11412, and R. dentocariosa ATCC 17931 (b). Conventional PCR was
performed and amplification products were detected for two strains of R. mucilaginosa (c).
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the sequences of R. aeria and R. dentocariosa . As

from R. mucilaginosa in accordance with the results of

compared to two other Rothia species, primer sets A

conventional PCR. Unexpectedly, the LAMP reaction

and B contained five and three nucleotide sequences

with primer set B showed nonspecific amplification

specific to R. mucilaginosa , respectively.

for other Rothia species. Representative results of

Successful amplification was seen in LAMP
with primer sets A and B for the R. mucilaginosa

electrophoretic detection are shown in Figure 3, and
the results are also shown in Table 1.

template. A characteristic ladder-like pattern of the
products was seen on the agarose gel (Fig. 2). The

3. Detection limits of LAMP

LAMP products were digested with Sac II or Xsp I,

Detection limits was examined by both 20-minute

which recognize internal sites of the target gene

and 50-minute LAMP. The LAMP products were

area. Consequently, the characteristic ladder-like

detected by both agarose gel electrophoresis and

bands of both LAMP products were concentrated and

naked eye inspection. DNA amplification was seen

fragmented to approximately 100 bp in length (Fig.

in 50-minute LAMP with template DNA equivalent

2).

to 10 cells. The detection limit of 20-minute LAMP
was 10 2 cells/tube. Primer sets A and B showed

2. Specificity of LAMP

the same sensitivity, and the representative results

The specificity of the method was examined by

obtained using primer set A are shown in Figure 4.

50-minute LAMP using extracted DNA templates

To examine the influence of DNA contamination on

3

prepared from 10 cells of each reference strain.

the detection limit, extracted DNAs from 102 cells of

Specific amplification was seen only in the LAMP

each of 20 bacterial species other than R. mucilaginosa

reaction with primer set A. The amplicon was

were mixed with serially diluted R. mucilaginosa

specifically detected in the reaction with template

template, and LAMP was performed with primer set

(a)     50-minute LAMP
   M 104 103 102 10 H2O

    20-minute LAMP
M 104 103 102 10 H2O

(a)

    50-minute LAMP
4

3

2

  M 10 10 10 10 H2O

    20-minute LAMP
M 104 103 102 10 H2O

(b)
(c)

(b)
Conventional PCR

Fig. 4. Detection limit of LAMP. Extracted DNAs were prepared
from serial dilutions of R. mucilaginosa DY-18 cells and used
as templates. Target DNA samples from 10 cells and 102 cells
showed detectable amplification on agarose gel by 50-minute
LAMP and 20-minute LAMP, respectively (a). Naked eye
inspection showed identical detection limits to electrophoretic
detection (b). LAMP with primer sets A and B showed identical
detection limits; representative results for primer set A are shown.
Conventional PCR showed a detection limit identical to 50-minute
LAMP (c).

Conventional PCR
Fig. 5. Influence of crude template on LAMP. Intact R.
mucilaginosa cells suspended in PBS were used as the template

and the detection limits for both 50-minute and 20-minute
LAMP were examined (a). Although the amplicon was faint,
target DNA was amplified detectably from 10 cells and
10 3 cells in 50-minute and 20-minute LAMP, respectively.
Conventional PCR was performed simultaneously, and the
results are shown in panel (b).
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A. Consequently, LAMP showed identical detection

amplification was seen in LAMP with primer set B for

limits to the single template case (data not shown).

R. aeria and R. dentocariosa . LAMP primers containing

The detection limits by naked eye inspection were

only a few specific sites may not consistently show

equivalent to electrophoretic detection in both 20-

high specificity. The amplicon of LAMP with primer

and 50-minute LAMP. Conventional PCR showed the

set B was seen only in three Rothia species. Although

same detection limit as 50-minute LAMP (10 cells/

they may be applicable as common primers for Rothia

tube).

species, better primer design would be possible by
searching for details of specific sites common among
Rothia species.

4. Intact cells as template
To simplify the LAMP procedure, the DNA extraction

Primer set A showed higher specificity than

step was omitted and intact cells were used as

primer set B. The LAMP amplicon was seen only

the template. The influence on the detection limit

for R. mucilaginosa but not for R. aeria , R. dentocariosa ,

was examined using tenfold serial dilutions of R.

or other reference strains. Primer set A contained

mucilaginosa cells in 20-minute and 50-minute LAMP.

more R. mucilaginosa -specific nucleotide sites than

The detection limit of 50-minute LAMP was 10 cells/

primer set B, which may have been responsible for

tube. A faint amplicon was seen in the reaction with

the observed specificity. Selective medium 19) and

10 cells. The 20-minute LAMP showed a detection

conventional PCR methods16) have been reported for

limit of 103 cells/tube, and a faint amplicon was seen

detection of R. mucilaginosa . In this study, conventional

3

in the reaction with 10 cells. The conventional PCR

RCR was performed simultaneously with LAMP.

method showed identical sensitivity to 50-minute

Although the detection limit of 20-minute LAMP

LAMP. LAMP with primer sets A and B showed the

was inferior to that of conventional PCR, 50-minute

same detection limit, and representative results with

LAMP showed an equivalent detection limit to PCR in

primer set A are shown in Figure 5.

accordance with previous reports10,13). In addition, as
naked eye inspection was feasible, LAMP may have

Discussion

advantages in both rapidity and simplicity compared

Serious systemic infection caused by R. mucilaginosa

to the PCR method.

has become a significant clinical concern in
1)

The direct use of intact cells as template

immunocompromised hosts . In this study, two

decreased the detection limit of 20-minute LAMP

LAMP primer sets were designed for R. mucilaginosa .

by one digit. Although a faint amplicon was seen in

The 16S rDNA, a multicopy gene with species-

the case of 10 cells, 50-minute LAMP showed the

specific sequences, was selected as the target. As the

same detection limit for both extracted DNA and

16S rDNA nucleotide sequences were very similar

intact cells as the template. Conventional PCR using

among Rothia species, the primers were designed to

intact cells showed the equivalent detection limit to

include R. mucilaginosa -specific sequences. Primer

50-minute LAMP. Considering the result of reducing

sets A and B contained specific nucleotide sequences

the amount of amplicon, around 10% of bacterial

on 5/117 and 2/118 sites in the total sequences

cells were estimated to be damaged or lysed during

of four basic LAMP primers (FIP, BIP, F3, and B3),

manipulation and incubation at 64°C. Although the

respectively. On the other hand, strain-specific

direct use of clinical specimens in LAMP would be

sequences were found between R. mucilaginosa DY-

difficult, LAMP is probably applicable as a method

18 and ATCC 25296, and therefore mixed primers

for identification of R. mucilaginosa from cultivated

were included in the primer sets. LAMP methods

colonies without a DNA extraction step.

have been reported to be applicable to detect single
17,18)

nucleotide polymorphisms

50

. However, nonspecific

Culture- and PCR-based methods may be
better in facilities with sophisticated laboratories.
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On the other hand, the simplicity and rapidity of
the LAMP assay would be advantageous, allowing
examination without special equipment. Endodontic
focal infection theory is a matter in controversy.
However, many reports have suggested relations
with systemic disease20-22). Oral mucositis and dental
root canals are likely sources of R. mucilaginosa

8)

9)

infection, and therefore bacterial examination of oral
specimens would be required. The LAMP assay would
be applicable for detection of R. mucilaginosa , and may

10)

be especially useful in facilities without sophisticated
laboratories, such as dental offices.
Conclusion

11)

Application of LAMP enabled the development of a
rapid and simple detection assay for R. mucilaginosa .
LAMP may provide an alternative detection assay for

12)

clinical specimens.
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下顎智歯抜歯後の知覚異常非発症例に関する
画像検査所見の検討
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抄

録

目的：下顎智歯抜歯後のオトガイ部知覚異常について、画像検査による予見性の向上を
目的とし、知覚異常発症例と知覚異常非発症例の画像検査所見を比較検討した。
方法：当科で入院下に下顎智歯抜歯術を行った 159 歯についてパノラマエックス線写
真を用いて Winters 分類、難易度、植立状態、下顎智歯と下顎管の位置関係、智歯歯槽
硬線、下顎管の彎曲を、78 歯については CT を撮影した下顎智歯歯根と下顎管の骨介在、
下顎管の圧迫の有無を検索した。知覚異常の発現の有無を発症例と非発症例について各
検索項目を比較検討した。
結果：オトガイ神経知覚異常の発症例は 9 歯 (5.7%) であった。非発症例は 150 歯 (94.3%)
であった。非発症率が低かった検索項目は、下顎智歯と下顎管の位置関係、下顎管の彎
曲、下顎智歯歯根と下顎管の骨介在、下顎管の圧迫であった。智歯歯槽硬線は非発症率
が高かった。
結論：下顎智歯抜歯後のオトガイ部知覚異常について、画像検査所見は、発症例だけで
なく、非発症例に関しても予見性があると示唆された。
Key words：Mandibular third molar, Mandibular canal,Inferior

alveolar

nerve,

Panoramic radiograph, Computed tomography
受付：2018 年 1 月 31 日
緒

受理：2018 年 2 月 10 日

言

エックス線写真、CT を用いた画像所見の解剖学的な

下顎智歯抜歯後に発症するオトガイ部知覚異常は

検索が数多く報告されている 1-6)。臨床では術前の画

抜歯の際に下歯槽神経が損傷することで発症する。

像検査だけで、知覚異常の発症リスク、治療法、予

智歯抜歯による知覚異常は発症頻度は低いが、治療

後を予測し患者に説明する必要があり、画像検査所

期間は長期にわたり、完全治癒が見られないことも

見による知覚異常発症の予見性は重要である。

多い。患者だけでなく、術者にとっても負担の大き

一方で、知覚異常発症は、解剖学的な埋伏位置の

い抜歯後の偶発症と言える。これまで画像検査の予

他にタービンやヘーベルによる抜歯手術操作が要因

見性について、デンタルエックス線写真やパノラマ

となることも報告されている 7）。しかし、これらの

*: 〒 963-811

福島県郡山市富田町三角堂 31-1
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Winters 分類

Class Ⅰ ( 歯 )
Class Ⅱ ( 歯 )
Class Ⅲ ( 歯 )
計(歯)
表 1-B

Position B( 歯 )
9   (6.1%)
14   (9.5%)
24 (16.2%)
47 (31.8%)

Position C( 歯 )
1   (0.7%)
1   (0.7%)
5   (3.3%)
7   (4.7%)

計(歯)
63 (42.6%)
49 (33.1%)
36 (24.3%)
148  (100%)

Position B( 歯 )
9 (100%)
13   (92.9%)
23   (95.8%)
45   (95.8%)

Position C( 歯 )
1 (100%)
0      (0.0%)
5 (100%)
6    (85.7%)

計(歯)
96.8%    (61/63)
89.8%    (44/49)
97.2%    (35/36)
94.6%(140/148)

B
15
14
93.3

C
80
72
90.0

D
40
40
100

Winters 分類とオトガイ部知覚異常非発症率

Class Ⅰ ( 歯 )
Class Ⅱ ( 歯 )
Class Ⅲ ( 歯 )
計(歯)

表2

Position A( 歯 )
53  (35.8%)
34  (23.0%)
7    (4.7%)
94  (63.5%)

Position A( 歯 )
51   (96.2%)
31   (91.2%)
7    (100%)
89   (94.7%)

難易度分類とオトガイ部知覚異常非発症率

分類 ( 歯 )
非発症例 ( 歯 )
非発症率 (%)

A
24
24
100

報告では、解剖学的な発症リスクが高い症例も含ま

下顎管の位置関係、智歯歯槽硬線、下顎管の彎曲に

れており、発症リスクが低い症例について検討した

ついて検索した。

報告はなく、発症要因が解剖学的な埋伏位置による
ものなのか手術操作によるものかの区別は非常に困
難である。

a.Winters 分類
Winters 分類 8) に準じて、下顎第二大臼歯と下顎枝

そこで今回われわれは、下顎智歯抜歯後に発症す

前縁のスペースを Class Ⅰ～Ⅲに、第二大臼歯の咬合

るオトガイ部知覚異常の予見性向上を目的とし、抜

面に対する智歯埋伏の深さを Position A ～ C に分類

歯後オトガイ部知覚異常の非発症例について、下顎

し検索した。

智歯抜歯症例の画像検査所見を比較検討した。
b. 難易度
対象と方法
1. 対

象

吉増らの報告 9) に準じて、画像所見から予想され
る抜歯難易度を A ～ D に分類した。A は歯冠分割や

2014 年 1 月から同年 12 月までの 1 年間に、当科

骨削除が必要ないと思われる症例、B は歯冠分割を行

で入院下に下顎智歯抜歯術を行った 103 名 ( 男性 52

うが骨削除の必要ないと思われる症例、C は歯冠分割

名、女性 51 名、平均年齢 32.5 歳 ) の下顎智歯 159

と骨削除が必要と思われる症例、D は完全骨性埋伏

歯 ( 右側 79 歯、
左側 80 歯 ) について検討した。なお、

歯の症例とした。根未完成歯については D に分類し

嚢胞や腫瘍、骨折などの他疾患を合併する症例は対

た。

象から除外した。抜歯方法はすべて 1 回法で行った。
c. 植立状態
2. 方

法

1) 画像所見の検討

長谷川らの報告 6) に準じて下顎智歯の植立状態を
順性、水平位、逆位、根未完成歯に分類した。

(1) パノラマエックス線写真の検討
下顎智歯 159 歯についてパノラマエックス線写真
所見を winters 分類、難易度、植立状態、下顎智歯と
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d. 下顎智歯と下顎管の位置関係
田中らの報告 4) に準じて、1 ～ 5 型に分類した。1
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表3
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植立状態とオトガイ部知覚異常非発症率

順性

水平位

分類 ( 歯 )

23

105

3

28

非発症例 ( 歯 )

23

96

3

28

100

91.4

100

100

非発症率 (%)

逆位

根未完成歯

表 4 下顎智歯と下顎管の位置関係の分類とオトガイ部知覚異常非発症率

1型

2型

3型

4型

5型

分類 ( 歯 )

6

17

48

44

44

非発症例 ( 歯 )

3

15

45

43

44

88.3

93.7

97.7

非発症率 (%)

50.0

型は下顎智歯が下顎管の幅径 1/2 を超えて重なって

100

Ⅱ C1 歯 (0.7%) であった ( 表 1-A)。

いる症例、2 型は下顎智歯が下顎管の上壁に重なって

オトガイ部知覚異常が発症しなかったのはⅠ B、Ⅰ

いるが下顎管の幅径 1/2 を超えていない症例、3 型

C、Ⅲ A、Ⅲ C であった。Class ではⅢ、Position で

は下顎智歯が下顎管の上壁と重なっている症例、4 型

は B に非発症例が多かったが、Class 分類と Position

は下顎智歯が下顎管と重なっておらず両者の距離が

分類との間に相関は認められなかった ( 表 1-B)。

2mm 未満の症例、5 型は下顎智歯が下顎管と重なっ
ておらず両者の位置が 2mm 以上の症例とした。

2. 難易度
分 類 A24 歯 (15.1%)、 分 類 B15 歯 (9.4%)、 分 類

e. 智歯歯槽硬線、下顎管の彎曲

C80 歯 (50.3%)、分類 D40 歯 (25.2%) であった。

に準じて、下顎智歯と下顎管の

非発症率は A100%、B93.3%、C90.0%、D100% で

間の歯槽硬線の有無、下顎智歯と下顎管の接する部

あった。A と D には知覚異常の発症を認めなかった ( 表

位における下顎管の彎曲の有無を検索した。

2)。

(2)CT 写真の検討

3. 植立状態

長谷川らの報告

6)

159 症例のうち CT 撮影を行った 78 歯について検
索した。橋爪らの報告

5)

に準じて、下顎智歯歯根と

下顎管との間の骨介在の有無、下顎智歯歯根による
下顎管の圧迫の有無を検索した。

順 性 は 23 歯 (14.5%)、 水 平 位 は 105 歯 (66.0%)、
逆位は 3 歯 (1.9%)、根未完成歯は 28 歯 (17.6%) であっ
た。
非 発 症 率 は 順 性 100%、 水 平 位 91.4%、 逆 位
100%、根未完成歯 100% であった。順性、逆位、根

2) 知覚異常非発症例の検討

未完成歯では、知覚異常の発症はなかった ( 表 3)。

抜歯後にオトガイ部知覚異常を発症しなかった症
例を非発症例とした。また、各検索項目における知
覚異常の非発症率を求め比較検討した。

4. 下顎智歯と下顎管の位置関係
１ 型 6 歯 (3.8%)、2 型 17 歯 (10.7%)、3 型 48 歯
(30.1%)、4 型 44 歯 (27.7%)、5 型 は 44 歯 (27.7%)

結

果

1.Winters 分類

であった。
非発症率は 1 型 50.0%、2 型 88.3%、3 型 93.7%、

第二大臼歯が欠損または歯冠が崩壊した症例につ

4 型 97.7%、5 型で 100% であった。5 型では、知覚

いては除外し、対象は 148 歯であった。最も多かっ

異常の発症はなかった。分類間に差を認め、下顎智

たのはⅠ A53 歯 (35.8%)、次いでⅡ A34 歯 (23.0%)、

歯と下顎管の近接度が低い程、非発症率は高くなっ

Ⅲ B24 歯 (16.2%)、Ⅱ B14 歯 (9.5%)、Ⅰ B9 歯 (6.1%)、

た ( 表 4)。

Ⅲ A7 歯 (4.7%)、 Ⅲ C ５ 歯 (3.3%)、 Ⅰ C1 歯 (0.7%)、
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智歯歯槽硬線の有無とオトガイ部知覚異常非発症率

   

有

無

分類 ( 歯 )

86

73

非発症例 ( 歯 )

82

68

非発症率 (%)

95.3

93.2

表 6 下顎管の彎曲の有無とオトガイ部知覚異常非発症率

有
5
2
40

分類 ( 歯 )
非発症例 ( 歯 )
非発症率 (%)

無
154
148
94.1

知覚異常の発症はなかった。分類間で大きな差があ
り、骨介在の無い症例は非発症率が低かった ( 表 7)。
8. 下顎管の圧迫の有無
下 顎 管 の 圧 迫 は 18 歯 (23.1%) 認 め ら れ、60 歯
(76.9%) 認められなかった。
非発症率は圧迫のある症例で 61.1%、圧迫のない
症例で 98.3% であった。分類間に大きな差があり、
圧迫のある症例は非発症率が低かった ( 表 8)。
考

表 7 下顎智歯歯根と下顎管の骨介在の有無とオトガイ部知覚異
常非発症率

分類 ( 歯 )
非発症例 ( 歯 )
非発症率 (%)

有
46
46
100

無
32
24
75

察
下顎智歯抜歯時の下歯槽神経損傷によりオトガイ

部知覚異常を発症する 7）。抜歯中の切削器具や鋭匙
などによる損傷、乱暴な操作による神経の牽引、下
顎管内の浮腫、出血による神経の圧迫などが要因と
されている 1）。オトガイ部知覚異常の発症率は他科の
報告では 0.35 ～ 7.0% であった 3,4,6)。今回の調査では、

表 8 下顎管の圧迫の有無とオトガイ部知覚異常非発症率

有

検索した 159 歯中 9 歯にオトガイ部知覚異常が発症

無

し、発症率は 5.7% であった。これは、入院下で下顎

分類 ( 歯 )

18

60

智歯抜歯術を施行する必要があると判断された比較

非発症例 ( 歯 )

11

59

非発症率 (%)

61.1

的難易度の高い、症例を対象とした結果と考えられ

  

98.3

る。
画像検査により下顎智歯の埋伏状態を把握する検

5. 智歯歯槽硬線の有無
歯槽硬線は 86 歯 (54.1%) 認められ、73 歯 (45.9%)
認められなかった。

索は、1926 年に発表された Winters 分類が代表的で
ある 8）。本邦では長谷川ら 6) が植立状態について分
類調査し、吉増ら 9) は画像所見から難易度と手術時

非発症率は歯槽硬線のある症例は 95.3%、歯槽硬

間について検討している。抜歯後の知覚異常の点か

線のない症例は 93.2% であった。分類間に大きな差

らは、智歯と下顎管の近接、重複など画像所見によ

はなかった ( 表 5)。

る解剖学的な発症のリスクについて検索した報告が
多い。田中ら 4) は下顎智歯と下顎管のパノラマエッ

6. 下顎管の彎曲の有無
下 顎 管 の 彎 曲 は 5 歯 (3.1%) で 認 め ら れ、154 歯
(96.9%) 認められなかった。
非発症率は下顎管の彎曲のある症例は 40.0%、下

クス線写真上での重なりの程度について、橋爪ら 5)
は智歯と下顎管の近接度を判定するため智歯と下顎
管の間の骨介在を CT 上で検討し、扁平化の発現率、
骨非介在の範囲を検討している。

顎管の彎曲のない症例は 94.1% であった。分類間に

手術操作に起因するオトガイ部知覚異常発症の報

大きな差があり、下顎管の彎曲を認めた症例に非発

告 1,2,6） では智歯と神経との解剖学的位置関係を要因

症率が低かった ( 表 6)。

とする損傷であるか、手術操作による損傷かを判断
する材料が乏しいものが多かった。そこで画像所見

7. 下顎智歯歯根と下顎管の骨介在の有無
骨介在は 46 歯 (59.0%) で認められ、32 歯 (41.0%)
で認められなかった。
非発症率は骨介在のある症例で 100%、骨介在の
ない症例で 75.0% であった。骨介在のある症例では、
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より解剖学的に知覚異常発症リスクの低い画像所見
を検索することで、抜歯後の知覚異常に関して予見
性の向上と発症原因解明の一助となると考えた。
下顎智歯抜歯後にオトガイ部知覚異常が発症しな
かった症例を検討した報告は、われわれが渉猟しえ

日本口腔検査学会雑誌

た限りはみられなかった。今回の検討で非発症と発
症の差が大きく、予見性の向上に大きく関わる検索
項目は、パノラマエックス線写真では田中ら 4) の下
顎智歯と下顎管の位置関係の分類、長谷川ら 6) の下
顎管の彎曲の有無、CT では橋爪ら 5) の下顎智歯歯根
と下顎管の間の骨介在の有無と下顎管の圧迫の有無
であった。これに対して非発症と発症の差が少ない
と考えられるのは、Winters 分類、難易度分類、植立
状態であった。また、発症のリスクが高いと報告が
あった智歯歯槽硬線の有無は、発症と非発症の差は
ほぼなかった。
一方、調査した症例の中には、画像検査より解剖
学的なリスクが低いが知覚異常が発症したケースが
あった。田中ら 4) の下顎智歯と下顎管の位置関係に
おいて 4 型 ( 下顎智歯が下顎管と重なっておらず両
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井倉武憲：下顎智歯と下顎管との位置関係に関する 3 次
元 CT 画像による観察、日本口腔外科学会雑誌、46：251261、2000
5) 橋爪敦子、中川洋一、石井久子、小林 馨：歯科用 CT に
よる下顎管と下顎智歯の位置関係の観察、日本口腔外科学
会雑誌、50：1-10、2004
6) 長谷川巧実、李 進彰、梅田正博、有馬宏美、高橋英哲、
重田崇至、井堂信二郎、古森孝英：下顎智歯抜歯後の下唇
知覚鈍麻と術前のパノラマ X 線および多断面再構成 CT 画
像所見との関係、日本口腔外科学会雑誌、56：568-576、
2010
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野間弘康、佐々木 研一、山崎康夫編集、88-99、第 2 版
第 1 刷、医歯薬出版、東京、2010
8) Winter GB:Principles of Exodontia as Applied to the
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抜歯における難易度分類と抜歯法および抜歯に要する時間
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者の距離が 2mm 未満の症例 ) に分類されていた１例
で手術所見など詳細は不明であるが、画像所見より
解剖学的要因は小さく、他の要因の関連が示唆され
た症例であった。
結

論
下顎智歯抜歯後のオトガイ部知覚異常に関して、

画像検査所見より非発症の予見性があると示唆され
たのは、パノラマエックス線写真では下顎智歯と下
顎管の位置関係、下顎管の彎曲、CT では下顎智歯歯
根と下顎管の骨介在、下顎管の圧迫であった。
本論文の要旨は、第 10 回一般社団法人日本口腔検
査学会総会・学術大会（平成 29 年 10 月 1 日，新潟）
において発表した。
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録

目的：歯周病治療の効果を「感染」
、
「炎症」、そして「機能」の 3 つの観点から評価して、
治療効果を示す指標を探った。
方法：歯周病治療を終えて安定期治療に至った 7 症例において、歯周局所の歯周病原細
菌数と 9 菌種の血清 IgG 抗体価、歯周ポケット深さとプロービング時の出血から算出
する歯周炎症表面積（PISA）
、そして咀嚼機能の簡易指標として残存歯の動揺度を測定
した。これら 4 つの指標の変動を治療時期の一定ポイントで調べ、それらの相互関係を
検討した。
結果：歯周治療が進むにしたがって、
PISA、
歯の動揺度および Porphyromonas gingivalis（Pg ）
に対する抗体価の数値は低下し、7 症例の各時期における平均値をとると、経時的な有
意差が認められた（P <0.05）
。しかしながら、他の菌種に対する抗体価や歯周局所の細
菌数には増加するものもみられた。
結論：
「感染」
「炎症」
、
「機能」
、
の 3 つの観点から歯周病治療の効果を評価する指標として、
抗 Pg 抗体価、PISA、そして歯の動揺度を用いることは有用であった。
Key words：Periodontitis, Infection, Inflammation, Function, Serum IgG antibody titer
受付：2018 年 1 月 12 日
緒

受理：2018 年 2 月 15 日

言

の歯周病の臨床指標は主に、歯周ポケット深さやア

歯周病は、歯周ポケットへの歯周病原細菌の感染

タッチメントレベルの測定で、歯周組織の破壊の結

によって引き起こされる歯周組織の破壊を伴う慢性

果を評価するものである。日常臨床において、これ

炎症性疾患である。組織破壊の結果、機能障害を来

らの測定検査値の変動によって歯周治療の効果を判

すこともある。歯周病治療は、原因となる細菌性プ

断している。

ラークとリスクファクターを排除して歯周組織の炎

近年、歯周病が全身の健康と関連するという見解

症を改善すること、さらに、失われた歯周組織の修

は、多くの論文で示唆されて広く知られている。と

復や再生をはかり、再感染を防止する形態を付与し

りわけ、糖尿病、血管障害、早産・低体重児出産、

つつ適切な咬合機能を回復させることにある。従来

誤嚥性肺炎、関節リウマチ、腎臓病、非アルコール
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性脂肪性肝炎などの全身の疾患に対する影響につい

出血（bleeding on probing：BOP）から算出 3) した。

ては、有益な情報がある 1)。したがって、歯周病の検

PPD は 6 点法で行い、1 歯単位の BOP 陽性数を反映

査は、歯科医療分野のみに限らず、医科の分野も共

させることによって、1 口腔単位の炎症表面積を求め

通理解して活用できることが、歯周医学を広める上

た。初診（first visit：FV）時、歯周基本治療（initial

で重要であり、従来の臨床指標だけでは不十分であ

preparation：IP） 終 了 時、 安 定 期 治 療（supportive

ると考える。すなわち、客観的に歯周病の重症度が

periodontal therapy：SPT）移行時、そして最新 SPT

2)

評価できる新しい検査指標が要求されている 。

時それぞれで算出した。

そこで本研究では、歯周病原細菌の「感染」
、歯肉

動揺度は、上記の様式 8 に記載されている Miller

からの出血などの「炎症」、そして咬合力や咀嚼能な

の分類による測定値を用いて、1 口腔単位の平均値

どの「機能」という 3 つの観点に着目して、一連の

を算出した。PISA と同様に、FV 時、IP 終了時、SPT

歯周病治療が終了している症例を用いて、検査指標

移行時、そして最新 SPT 時それぞれで算出した。

の変動を検討した。
２）血清 IgG 抗体価
材料および方法
１．倫理規定
本研究は、岡山大学医療系部局研究倫理審査専門

上記の歯周病原細菌 9 菌種に対して産生された
血 清 中 の 抗 体 量 を 酵 素 免 疫 測 定（enzyme-linked
immunosorbent assay：ELISA） 法 に よ っ て

委員会の承認を得て行った（研 1602-040：歯周病臨

Murayama らの方法 4, 5) で調べた。FV 時、IP 終了時、

床データベースパイロットモデルの構築）
。本報告は、

そして SPT 時の結果を用いた。

その一部である。本研究の遂行および本論文の作成
にあたり、開示すべき一切の利益相反はない。

３）細菌数
歯周ポケット内に 1 部位 3 本ずつのペーパーポイ

２．対

象

岡山大学病院歯周科を受診して歯周治療を受けた
患者で、2015 年 12 月から 2016 年 12 月の日本歯
周病学会専門医の申請に用いた症例のうち、次の 4
つの検査データが揃っている 7 症例を対象とした。
１） 歯 周 炎 症 表 面 積；periodontal inflamed surface
area（PISA）3)
２）現在歯の動揺度の平均
３）9 菌

種 Aggregatibacter actinomycetemcomimtans

（Aa ）、Porphyromonas gingivalis （Pg ）、Prevotella
i n t e r m e d i a （ P i ）、 C a m p y l o b a c t e r r e c t u s （ C o ）、
Eikenella corrodens （Ec ）
、Campylobacter rectus （Cr ）、
Fusobacterium nucleatum（Fn ）
Treponema denticola（Td ）
、
、
Tannerella forsythia （Tf ）の血清 IgG 抗体価

４）歯周局所の細菌数（総菌数、Aa 、Pg 、Pi ）
３．歯周組織検査と歯周病原細菌関連検査
１）PISA と動揺度
PISA は、 歯 周 病 学 会 歯 周 病 専 門 医 申 請 書 の 様
式 8（ 図 1） に 記 載 さ れ て い る 歯 周 ポ ケ ッ ト 深 さ
（probing pocket depth：PPD）とプロービング時の

図1

日本歯周病学会歯周病専門医申請書の様式 8（患者 No. 1)
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対象症例の属性

FV 時
SPT 移行時
年齢
年月日 残存歯数
年月日
残存歯数
1
女 47 2009/9/9
29
2012/9/18
23
2
女 26 2011/8/11
32
2013/9/4
28
3
男 63 2011/2/3
18
2013/12/4
17
4
女 65 2010/2/17
21
2014/1/29
17
5
女 50 2010/5/13
22
2014/4/21
14
6
女 57 2010/5/19
27
2011/5/18
26
7
男 69 2009/5/7
29
2012/11/20
29
FV: first visit、SPT: supportive periodontal therapy
患者 N0. 性別

治療の過程で、抜歯で歯数が減少した場合や固定に
よって動揺度が改善した場合も含まれる。各時期の
間で t 検定を行った結果、PISA と同様に、FV 時と IP
終了時の間、SPT 移行時の間、そして最新 SPT 時の
間それぞれで有意な差があった（表 3、P ＜ 0.05）。
４．血清 IgG 抗体価の変動
Pg 菌に対する血清 IgG 抗体価（抗 Pg 抗体価）は、

低下する傾向がみられ、FV 時と SPT 移行時との間で
ントを挿入して採取した歯肉縁下プラーク中の細菌

有意な差があった（表 4、P ＜ 0.05）。しかしながら、

DNA 量を real time polymerase chain reaction（PCR） Aa 、Pi 、Cr および Fn 菌に対する抗体価は、FV 時よ
法によって Maeda らの方法 6) で調べた。標的の歯周

りも IP 終了時あるいは SPT 期で上昇する場合があっ

病原細菌は Aa 、Pg 、Pi とし、総菌数も定量した。FV

た。また、他の 4 菌種 Co 、Ec 、Td および Tf に対す

時に深い歯周ポケットと、対照とした浅い歯周ポケッ

る抗体価は、FV 時点で上昇していない症例が多かっ

トの 2 部位以上を測定し、FV 時、IP 終了時、そして

た。なお、抗体価 1 は健常群の抗体価の平均値に標

SPT 時の結果を用いた。

準偏差値を 2 倍した値を加えて得た値を示す。また、
最新 SPT 時は 2 症例の結果がなかったために解析か

４．統計解析

ら除外した。

得られたデータについて、治療時期のポイント間
で t 検定を用いて統計学的に評価し、p 値が 0.05 未

５．局所の細菌数の変動
歯周ポケットおける総菌数は、101 個～ 109 個ま

満を有意差ありと判定した。

で幅広い値であり、治療の経過に伴い、減少するも
結

果

１．対象
対象となる 7 症例の属性を表 1 に示す。なお、歯

のが多かった。Pg 数は、総菌数と並行して減少する
ものが多かったが、1 症例の 2 部位において、IP 終
了時および SPT 時に増加した。Aa 菌数と Pi 菌数は、

周病学会歯周病専門医申請症例の選択基準は、FV 時

FV 時から SPT 期まで、検出限界未満の部位が多く見

の PPD が 4mm 以上の部位が全体の 30% 以上、かつ

られた。

6mm 以上の PPD が 3 ヵ所以上存在しているという
中等度以上の歯周炎で SPT 時に残存歯が 10 本以上
存在することを対象としている。

考

察
本研究は、日本歯周病学会の専門医の申請に用い

た症例から、「感染」、「炎症」、そして「機能」とい
２．PISA の変動
歯周病の炎症部の表面積を表す PISA の数値は、7

う観点で検査指標の分析を行ったパイロット研究で
ある。対象は、申請症例の選択基準から中等度以上

症例すべてにおいて低下した（表 2）
。歯周病治療に

の歯周炎で、歯周病治療が奏功したものになるため、

応じて、臨床所見が改善し、歯周組織の炎症が消退

検査指標の変動が見えやすいと考えられる。その結

していくことがわかる。各時期の間で t 検定を行った

果、歯周病治療の経過に伴って、抗 Pg 抗体価を指標

結果、FV 時と IP 終了時の間、SPT 移行時の間、そし

とした「感染」が減少し、PISA を指標とした「炎症」

て最新 SPT 時の間それぞれで有意な差があった（表 2、

が消退し、さらには動揺度を指標とした「機能」が

P ＜ 0.01）

回復することを客観的に示すことができた。その反
面、血清 IgG 抗体価が上昇したり、局所からの Pg 数

３．動揺度の変動
歯の動揺度は、FV 時からすべての歯で 0 であった
1 症例を除いて、数値が低下した（表 3）
。ただし、

60

が増加したりという結果も見られた。これらは、治
療に伴う細菌叢の変化や歯周病の再発傾向を予知す
るものと捉えられる。
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各時期における PISA

FV 時

IP 終了後

平均値 ± 標準偏差 1697.8 ± 749.9 386.3 ± 237.0
最大値 － 最小値

2645.3 － 812.8 738.1 － 163.7

P値

0.0026 *

SPT 移行時

最新 SPT 時

161.5 ± 68.1

128.1 ± 94.9

278.7 － 77.8

281.0 － 14.7

0.0013 *

0.0013 *

FV: first visit、IP: initial preparation、SPT: supportive periodontal therapy
単位は mm2
*: P ＜ 0.005（t 検定、FV 時との比較による）
表3

各時期における平均動揺度

FV 時

IP 終了後

SPT 移行時

最新 SPT 時

平均値 ± 標準偏差

0.78 ± 0.58

0.25 ± 0.26

0.07 ± 0.08

0.06 ± 0.09

最大値 － 最小値

1.68 － 0

0.75 － 0

0.23 － 0

0.23 － 0

0.019 *

0.018 *

0.016 *

P値

FV: first visit、IP: initial preparation、SPT: supportive periodontal therapy
*: P ＜ 0.05（t 検定、FV 時との比較による）

表4

各時期における抗 Pg 抗体価

FV 時

IP 終了後

SPT 移行時

平均値 ± 標準偏差

4.05 ± 4.19

2.99 ± 3.66

0.14 ± 2.13

最大値 － 最小値

12.08 － 0.33

10.95 － 0.08

2.14 － -2.71

0.16

0.048 *

P値

FV: first visit、IP: initial preparation、SPT: supportive periodontal therapy
*: P ＜ 0.05（t 検定、FV 時との比較による）
まず「感染」に関して考察すると、市井で普及し

える。本研究において、全体としては抗 Pg 抗体価

ている歯周病原細菌の定量性 DNA 検査は、部位特異

が低下する傾向が見られたが、多くの菌種に対して

性の問題が大きく、1 個体あたりの歯周病の程度を示

初診時の抗体価が上昇していなかった症例が 2 症例

すには不適切であると考えられた。近年、次世代シー

あった。そのうち 1 症例は、患者 No.2 の侵襲性歯周

クエンサーの登場により口腔細菌叢のバランスを見

炎で、体液性免疫応答の低下など宿主の生体防御能

るマイクロバイオーム検査が進んでいる

7, 8)

が、口腔

の異常の関与が疑われる。このような宿主の存在も

内全体を反映するものとして唾液検体を検体とすべ

踏まえて、実際には、個々の臨床所見等と総合的に

きかもしれない。

診る必要がある。

また、細菌感染の指標として、細菌抗原に結合す

次に「炎症」に関しては、医科領域で汎用されて

る抗体の量を測定する抗体価検査がある。我々はこ

いる C 反応性タンパク（C-reactive protein：CRP）の

れまでに、歯周治療によって抗 Pg 抗体価が下がるこ

応用が進められている。歯周病の影響は高感度 CRP

とを経験してきた 9)。一方、スクリーニングに有用

で捉えることができる 12)。Winning ら 13) は、60 歳

であるという報告もある

10, 11)

。したがって、医科領

代の 518 名において重回帰分析を行った結果、歯肉

域での血液検査に付随した抗 Pg 抗体価の測定を、歯

縁下プラーク中の Pg の存在と高感度 CRP の上昇に

周病の検体検査として樹立させて普及させることは、

有意な関係があることを示している。しかしながら、

医科歯科連携を推進する面でも大変重要であると考

歯周病の炎症で上昇する CRP は低度であるために、

61

畑中加珠

他

感染、炎症、機能の観点から見た口腔検査指標の歯周病治療に対する有用性：パイロット研究

全身状況にマスクされやすいという欠点がある。一

推進していきたいと考える。

方、PISA は、歯周組織の検査結果から炎症の程度を
定量化した指標であり、歯周病を一臓器の慢性炎症

結

論

巣として客観的に捉えることができる注目すべき指

歯周病検査の指標として、感染・炎症・機能の観

標である。新潟市横越地区に在住する高齢女性にお

点から、抗 Pg 抗体価、PISA、そして歯の動揺度を用

いて、PISA が高値 4 分の 1 の者は、血清中の高感度

いることは、歯周病治療の効果を把握する上で有用

CRP が高いことが分かっている

14)

。しかしながら、

であった。

現在のところ PISA の数値の基準に明確なものはな
い。Leira ら 15) は、重度歯周炎患者 20 名の PISA は
2

脚

注

2309.42 ± 587.69mm であったと述べている。我々

本研究は、岡山大学歯学部における教育科目（3 年

が本研究症例を含む中等度以上の歯周炎患者 30 名の

次生）の平成 29 年度自由研究演習（研究室配属）で

2

PISA を調べたところ、1795.6 ± 855.7mm であり、

実施した内容を纏めたものである。

妥当な結果が得られたといえる。早急に大規模なデー
タを蓄積し、歯周病の重症度による PISA の基準の確
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一次性舌痛症における唾液アミラーゼ活性測定の試み
桃田幸弘 1）2）＊、高野栄之 2）、可児耕一 1）、松本文博 1）、青田桂子 1）、
山ノ井朋子 1）、高瀬奈緒 1）、宮本由貴 1）、小野信二 2）、東

雅之 1）2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野
2）徳島大学病院口腔管理センター
抄

録
一次性舌痛症は舌に疼痛などの異常感を訴えるものの、器質的または精神的要因の何

れも見出せないものとされるが、われわれは本症と自律神経系の異常との関連を見出し
た。唾液アミラーゼは交感神経－副腎髄質系（SAM axis）によって制御され、交感神経
活動のバイオマーカーとされる。今般、われわれは本症患者の唾液アミラーゼ活性を測
定し、その有用性を検討したので報告する。2010 年 1 月から 2013 年 12 月までに徳
島大学病院口腔内科を受診し、本症と診断された患者 32 名（女性 32 名、年齢 41-82
歳（平均 63 歳 4 か月）
）を対象とした。唾液アミラーゼ活性は平均 75.6 ± 43.6 KU/l
であり、26 名（81.3%）の唾液アミラーゼ活性が亢進していた。上記の 17 名に対して
直線偏光近赤外線星状神経節近傍照射を施行し、11 名（64.7%）に治療効果が認めら
れた。さらに、唾液アミラーゼ活性は 93.4 ± 41.0 KU/l から 71.4 ± 22.3 KU/l に低下
した。したがって、唾液アミラーゼ活性の測定は本症の診断と経過のモニタリングに有
用である可能性が示唆された。
Keywords: 一次性舌痛症、唾液アミラーゼ活性、近赤外線星状神経節近傍照射
受付：2017 年 12 月 20 日
緒

受理：2018 年 2 月 6 日

言
一次性舌痛症は舌に疼痛などの異常感を訴えるも

のの、器質的または精神的要因の何れも見出せない
1,2）

対象および方法
本研究は徳島大学病院臨床研究倫理審査委員会の

、われわれは本症と自律神経系の

承認（承認番号 876）のもと、患者に対して説明・

異常との関連を見出した 3,4）。唾液アミラーゼ（α -

同意のうえ実施された。2010 年 1 月から 2013 年

アミラーゼ）は交感神経－副腎髄質系（SAM axis）

12 月までに徳島大学病院口腔内科を受診し、一次性

ものとされるが

5）

によって制御される 。すなわち、血中ノルアドレ
6）

舌痛症と診断された患者を対象とした。本症の診断

ナリンによって内分泌性に 、または交感神経によっ

は下記の方法に従った 3,4）。初めに、病歴を聴取した

て直接的に制御される 7）。それゆえ、唾液アミラーゼ

後、視診・触診などにより口腔内・外診査を行った。

は交感神経活動のバイオマーカーとして利用される。

すなわち、聴取内容と口腔内・外所見から歯科医学

今般、われわれは本症患者の唾液アミラーゼ活性を

的妥当性（つまり理論的に矛盾しないか、支離滅裂・

測定し、その有用性を検討したので報告する。

荒唐無稽でないか）の有無を判断した。舌表面に発

＊：〒 770-8504

徳島市蔵本町 3 － 18 － 15

Tel: 088-633-7352  Fax: 088-633-7388
E-mail: momota@tokushima-u.ac.jp
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歯を装着している者に対しては 2 分間のガーゼ咀嚼

SGR の概要

使用機器 直線偏光近赤外線照射治療器

による吐出唾液量を測定し、ガムテストでは 10.0 ml

（SUPER LIZER PX Type 2，東京医研株式会社，東京）
照射出力 5.0 W（最高出力の 100％）

以下のもの、サクソンテストでは 2.0 g 以下のものは

照射方法 パルス照射
治療時間 3 分
治療回数 10 回

検査においても陽性所見が認められないもの、かつ

口腔乾燥症として取り扱った。上記のいずれの診査・
精神神経疾患と認知症の既往がないものを本症とし

SGR: 直線偏光近赤外線星状神経節近傍照射

た（図 1）。唾液アミラーゼ活性の測定は酵素分析装

赤、腫脹、びらんまたは表在性潰瘍が認められるも

置（唾液アミラーゼモニター、CM-2.1、ニプロ株式

のは舌炎として取り扱った。次に、スクリーニング

会社、大阪）（図 2）を用い、添付プロトコールに従っ

を目的に血液一般（白血球数、赤血球数、血色素量、

た。すなわち、舌下小丘部に専用チップを挿入し、

平均赤血球容積、平均赤血球ヘモグロビン量および

30 秒間唾液を浸漬させた後、同チップを装置に装着

平均赤血球ヘモグロビン濃度）
・生化学（C 反応性蛋

し、測定値を得た。その評価は、30 KU/l を超えるも

白、血清鉄・銅・亜鉛、不飽和鉄結合能、抗 SS-A/

のを唾液アミラーゼ活性の亢進ありとした。さらに、

Ro 抗体および抗 SS-B/La 抗体）検査を行った。すな

治療の同意が得られた 17 名に対して直線偏光近赤外

わち、小球性または大球性貧血が認められた場合、

線星状神経節近傍照射（SGR）
（表 1）を行い、治療

Plummer-Vinson 症候群または悪性貧血を疑い、血液

前後に唾液アミラーゼ活性を測定した。また、舌痛

内科に紹介した。さらに、病原微生物の有無を確認

の程度を Visual Analogue Scale（VAS）にて表し、治

する目的に培養検査を行った。すなわち、滅菌処理

療前後で VAS 値が 70% 以下に減少したものを治療効

済み綿棒にて舌当該部位を 10 回擦過して検体を採取

果ありと判定した。なお、これらの診断と治療は同

し、カンジダ GS 培地（栄研化学、東京）またはクロ

一の者によって実施された。

ムアガーカンジダ寒天培地（日本ベクトン・ディッ
キンソン、東京）に塗布し、いずれかにコロニーが

結

果

検出されたものは口腔カンジダ症として取り扱った。

一次性舌痛症と診断された患者は 32 名（女性 32

また、唾液分泌検査としてガムテストまたはサクソ

名，年齢 41-82 歳（平均 63 歳 4 か月）
）であった。

ンテストを行った。すなわち、健全歯を有する者に

本症患者の唾液アミラーゼ活性は平均 75.6 ± 43.6

対しては 10 分間のガム咀嚼による吐出唾液量、義

KU/l であり、唾液アミラーゼ活性が亢進していたも

主訴
現症と病歴

舌痛・灼熱感など
症状の歯科医学的妥当性
妥当性あり

評価・検査

妥当性なし
異常あり

口腔内・外診査
異常なし
血液検査
異常なし
培養検査
異常なし
唾液分泌検査
異常なし

異常あり
異常あり
異常あり

精神疾患・認知症など
二次性舌痛症
（舌炎など）
二次性舌痛症
（プランマ― - ビンソン症候群・ハンター舌炎など）
二次性舌痛症
（口腔カンジダ症など）
二次性舌痛症
（口腔乾燥症・シェ―グレン症候群など）

一次性舌痛症
図 1 舌痛症の診断アルゴリズム
初めに、病歴を聴取した後、視診・触診などにより口腔内・外診査を行い、歯科医学的妥当性の有無を判断した。次に、スクリー
ニングを目的に血液一般・生化学検査を行った。さらに、病原微生物の有無を確認する目的に培養検査を行った。また、唾液分泌
検査としてガムテストまたはサクソンテストを行った。上記のいずれの診査・検査においても陽性所見が認められないもの、かつ
精神神経疾患と認知症の既往がないものを一次性舌痛症とした。
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のは 26 名（81.3%）、亢進していなかったものは 6

SGR の奏効率
SGR

唾液アミラーゼ 亢進あり（n=14)
亢進なし（n=3）

名（18.7%） で あ っ た（ 図 3）。 さ ら に、 前 者 の 14

効果あり
（n=11)

効果なし
（n=6）

10

4

し、 前 者 の 10 名（64.3%）、 後 者 の 1 名（33.3%）

1

2

に治療効果が認められた。なお、両者の奏功率に統

名、後者の 3 名（合計 17 名）に対して SGR を施行

SGR：直線偏光近赤外線星状神経節近傍照射、Chi-square test，P >0.05．

計学的有意差は認められなかった（Chi-square test，

唾液アミラーゼ活性が亢進していた者の 14 名、亢進していな
かった者の 3 名（合計 17 名）に対して SGR を施行し、前者の
10 名（64.3%）、後者の 1 名（33.3%）に治療効果が認められた。
なお、両者の奏功率に統計学的有意差は認められなかった。

P >0.05）
（表 2）
。また、治療効果が認められたもの

11 名に関して、SGR によって唾液アミラーゼ活性が
93.4 ± 41.0 KU/l から 71.4 ± 22.3 KU/l に低下し、
統計学的有意差が認められた（Wilcoxon signed-rank
test，＊ P <0.05）（図 4）。
考

察
唾液は非侵襲的に採取可能であり、唾液アミラー

ゼ活性の測定は随時性・簡便性に優れる 7,8）。その測
定原理は唾液中のα - アミラーゼが基質であるα -2クロロ -4- ニトロフェニル - ガラクトピラノシルマル
図2
酵素分析装置
唾液アミラーゼモニター，CM-2.1，ニプロ株式会社，大阪．

トサイド（Gal-G2-CNP）を加水分解し、2- クロロ -4ニトロフェノール（CNP）を生成する際の反射光強
度変化を測定するものである 9）。本測定はストレス
負荷の有無を検討する際に用いられることが多く 7）、
その評価は 30 KU/l 以下：ストレスなし、31-45 KU/l：
ストレスややあり、46-60 KU/l：ストレスあり、61

唾液アミラーゼ亢進あり
唾液アミラーゼ亢進なし

KU/l 以上：ストレスかなりありとされる 10,11）。本研
究においても、一次性舌痛症患者の唾液アミラーゼ
活性は亢進し、交感神経活動の亢進によるストレス
負荷の存在が示唆された。本症において唾液アミラー
ゼ活性が亢進するか否かに関する統一した見解はな

図 3 一次性舌痛症患者の唾液アミラーゼ活性
本症患者の唾液アミラーゼ活性は平均 75.6 ± 43.6 KU/l であ
り、唾液アミラーゼ活性が亢進していたものは 26 名（81.3%）、
亢進していなかったものは 6 名（18.7%）であった。

唾液アミラーゼ活性

（KU/l）

交感神経活動の亢進によって発現する手掌部発汗が
本症患者に高率に認められた事実とも矛盾しないと
考える 3, 4）。SGR は自律神経系の異常を正すとされ、
われわれは本症に対して SGR を施行し、その有用性

100

を報告した 15）。本研究においても、SGR 奏効例の唾

80

液アミラーゼ活性は低下し、SGR による交感神経活

60

動の鎮静化が示唆された。一方、本研究において、

40

唾液アミラーゼ活性が亢進していないものや SGR に

20

よってその活性が低下しないものも認められた。こ

0

治療前

治療後

図 4 唾液アミラーゼ活性の変化（治療前・後）
〇：治療効果あり，●：治療効果なし．（Wilcoxon signed-rank
test，＊ P <0.05）
直線偏光近赤外線星状神経節近傍照射（SGR）の治療効果が
認められたもの 11 名に関して、SGR によって唾液アミラーゼ
活性が 93.4 ± 41.0 KU/l から 71.4 ± 22.3 KU/l に低下し、統
計学的有意差が認められた。

66

いものの 12 ー 14）、本研究結果は、同じくストレス性に

れらの原因は明らかではないが、われわれは自律神
経非依存性または低反応性の本症の存在を想定して
いる。本研究で使用した酵素分析装置は、小型で携
行可能、操作も簡便、所用時間も 1 分程度であり、
日常臨床における利便性は極めて高い。したがって、

日本口腔検査学会雑誌

唾液アミラーゼ活性の測定は本症の診断と経過のモ
ニタリングに有用である可能性が示唆され、本症の
治療における利用が期待される。
結

語
唾液アミラーゼ活性の測定は一次性舌痛症の診断

と経過のモニタリングに有用である可能性が示唆さ
れ、本症の治療における利用が期待される。
謝
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若年者における発症リスク－う蝕・歯周病のリスク検査－
古森文絵 *
医療法人社団厚誠会歯科本厚木
抄

録
本症例は 20 歳の女性の患者である。現時点でう蝕・歯周病はともに発症していない

が、これからの長い生涯を健康で幸せな人生の中で過ごしてもらいたい、という歯科衛
生士の思いから敢えて未病の段階での発症リスク検査（CRT バッファー・バクテリア／
Ivoclar Vivadent、BANA ペリオ／白水貿易、ブラックスチェッカー／ロッキーマウンテ
ンモリタ）を試みた。
その結果、現在は未発症であるが、将来的にはう蝕・歯周病ともに発症するリスクは
高いと判定した。適切な検査を行い具体的な発症因子を解析することで、早期に予防介
入していく重要性を再認識した。そういう意味でも、未病の段階で発症リスクの検査を
施行する意義は大きい。なお、本症例の掲載にあたっては口腔内写真、検査データ等の
情報の開示について患者よりその同意を得ている。
Keywords: Onset factor, Risk Inspections, Presymptomatic disease
受付：2018 年 1 月 23 日

緒

受理：2018 年 1 月 29 日

言

食事をして、素敵な人生を過ごすためには、早期に

平成 28 年の保険改定により歯科疾患の重症化予防

それぞれの疾患の発症リスクの低減を図る対応がま

を目的とした「かかりつけ歯科医機能の評価」が新

すます必要となる。本稿では、未病の段階でリスク

規導入されることになった。それに伴い社会的ニー

検査をすることにより病気になる前にそれを予防す

ズは着実に予防へとシフトしている。それにも拘わ

ることの大切さについて検証したい。

らず、歯科では予防のための検査は未だ確立されて
いない。そこで、未病の段階にある患者に対し、う

症例の概要と考察

蝕・歯周病の発症リスクを評価する検査を用いてそ

患者は 20 歳の女性である（図 1）
。歯石除去を希

の有効性を検討した。近年、日本人の平均寿命は延

望して受診した。DMF 指数（う蝕罹患率＝ D：未処

伸傾向にある。昭和 35 年の平均寿命は男性 65.32 歳、

置のう蝕、M：う蝕による喪失歯、F：う蝕治療によ

女性 70.19 歳であったが、平成 28 年厚生労働省の

る修復物）は 0 で、13 年前に上下顎両側第一大臼歯

調べによると男性 80.78 歳、女性 87.14 歳にまで延

にシーラントを填塞している。歯肉はプラークコン

びている。そうした平均寿命の延伸には、8020 達成

トロールも良好で臨床的に炎症は認められない。ま

率の向上など少なからず歯科の寄与してきたところ

た、口腔内に悪影響を及ぼす歯肉の退縮もなく健康

があると信じて疑わない。特に女性の平均寿命が世

な状態である 1）。1 日 3 回 15 分ほど歯を磨き、デン

界第二位となった現在、健全な歯を残し、おいしく

タルフロスは 2 日に 1 回使用している。甘いものや

＊：〒 243-0014

神奈川県厚木市中町 2 丁目 2-1 小田急本厚木ミロードⅡ 7 階

Tel: 046-223-6111  Fax: 046-229-3549
E-mail: honatsugi@koseikai.com
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喫煙などの嗜好品の摂取はない。週 3 回ほど飲食店
のパートタイムの仕事をしており味見をすることが
ある。また、仕事後の飲み会があるため飲酒の機会
も多い。
現在、この患者は未病の段階である。そこで、今
後のう蝕・歯周病の発症を予防するための検査を実
施し、う蝕・歯周病におけるそれぞれ 4 つのリスク
因子について検討した。
なお、本症例の掲載にあたっては口腔内写真、検
査データ等の情報の開示について患者よりその同意
を得ている。
図 1  20 歳・女性、臨床所見としてう蝕・歯周病は認められない

1．う蝕について
う蝕リスクの 4 つの因子は、宿主・細菌・糖質・
時間である（Newbrun の 4 つの輪）。
宿 主 因 子 は 唾 液 分 泌 量・ 唾 液 緩 衝 能、 細 菌 は S.
mutans 菌をはじめとするう蝕関連の口腔内常在細菌、

糖質は炭水化物・でんぷん・砂糖など、時間につい
ては糖質が歯に停滞する時間や歯が脱灰するまでの
時間をあらわす。
まず宿主因子について、CRT バッファー（Ivoclar
S. mutans 菌

Lactobacillus 菌

Class 3
（ハイリスク）

Class 2
（ローリスク）

図2

CRT バクテリア

vivadent）を用い検査を行った。ワックスを 5 分間
噛んで分泌された刺激唾液の分泌量は 9.5ml であっ
た。1 分間に 1.9ml 分泌されていることになるので
問題はない（成人の唾液量の正常値は 5ml/5 分以上）
。
CRT バッファーは採取した唾液に試験紙を浸けて、5
分後の色の変化をみる。青、緑、黄色に振り分け唾
液緩衝能が高いと青色になる。結果は青色だったた
め唾液緩衝能にも問題はなく、宿主因子に問題はな
いと判断した。
細 菌 因 子 に つ い て は、CRT バ ク テ リ ア（Ivoclar
vivadent）を用い検査をおこなったところ S.mutans 菌
Lactobacillus 菌は Class 2 を示した（図 2）
は Class 3、
。
S.mutans 菌はスクロースを基質として、グルコシルト

ランスフェラーゼにより不溶性グルカンを産生する
2）

図3

ブラックスチェッカー

図4

。このグルカンにより、歯の平滑面に対しても強い

付着能を有し、プラークを形成する。プラーク内は

BANA カード
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酸性になりやすく、う蝕のきっかけとなる。このよ

で反応がみられる。検体中に検出すべき酵素が存在

うなはたらきをもつ S.mutans 菌が Class 3 と多く検出

すると、酵素活性により B- ナフチルアミドが遊離し

されたことにより細菌因子のリスクは高いと判定し

判定膜に存在する発色剤（ベンゾンイル）と化学反

た。

応し、青色の化合物を生成する。判定膜に青色の反

糖質因子については、患者は週に 3 回ほど飲食店

応がみられると陽性と判定する。
この患者は上顎両側中切歯と上顎右側第一小臼歯、

でパートタイムの仕事をしており、味見をすること
があり糖質摂取の回数も多く、糖質因子のリスクは

第一大臼歯、第二大臼歯のそれぞれに陽性反応があっ

高い。時間因子については、飲酒をする機会が多く

た。 バ ナ ペ リ オ 陽 性 の 部 位 は p.g. 菌、t.d. 菌、t.f. 菌

ダラダラ食べをよくするので、口腔内に食物（糖質）

が存在しており、歯周ポケット内は嫌気環境が強い

が停滞する時間も長くなり時間因子のリスクも高い

といえる。また、それらの細菌は今後さらに増殖し

といえる。以上のことから、細菌因子と時間因子に

ていく可能性もあると考えられるため歯肉縁下のプ

問題があり、将来う蝕が発症する可能性は高いと考

ラークコントロールが重要であると判断した。

えられる。
結

論
未病の段階で検査をおこなったことにより、将来

2．歯周病について
歯周病発症の 4 つの原因である生体、環境、細菌、

この患者はう蝕・歯周病の発症リスクが高いことが

咬合のそれぞれのリスク因子について検討した。生

示唆された。本症例の患者は 20 歳の女性である。日

体は年齢、基礎疾患などをあらわし、環境は喫煙・

本人の女性の平均寿命から考えてもこの患者はあと

ブラッシング習慣・ストレスなど、細菌因子は口腔

70 年近くも生きることになる。環境の変化が大きい

内常在菌や歯周病原因菌、咬合は不正咬合やブラキ

若年者に対する継続した管理は難しいが、このよう

2）

シズム（歯ぎしり）が関係してくる 。

に未病の段階で患者へ情報提供できたことは今後の

生体因子については、この患者は 20 歳で基礎疾患

リスク管理に有効であり、患者の健康な生涯を考え

もないため問題はない。環境因子についても、喫煙

ても大変意義のあることと思う。そして、私たち歯

習慣はなく、ブラッシングも徹底しておこなってい

科衛生士は、こうした若年患者への口腔衛生の向上

るためやはり問題はない。

をめざし、日頃の生活習慣の指導に深く関わり続け

咬合因子については、ブラックスチェッカー（ロッ

ていくことの重要性を改めて認識した。

キーマウンテンモリタ）を用いて、夜間ブラキシズ
ム時の歯の接触について調べた。その結果、上顎両

謝

辞

側中切歯、上顎両側小臼歯、上顎右側大臼歯、上顎

第 10 回日本口腔検査学会総会・学術大会において、

右側第二大臼歯に夜間ブラキシズムによる干渉が確

歯科衛生士の立場で発表の機会を与えて頂いたこと、

認された。特に臼歯部に大きな干渉があり咬合に何

さらには栄えあるポスター賞の受賞まで授かったこ

らかの問題があると考えた（図 3）
。

とに対し、岡田大会長を始め多くの学会関係者の先

細菌因子については、力の因子の影響を考えブラッ

生方に心から感謝したい。また、今回の発表を通じて、

クスチェッカーで色が強くぬけている部位に BANA

日頃の臨床における歯科衛生士のすべき役割がより

ペリオ（白水貿易）の検査をおこなった。

明確にみえてきたことは望外の喜びでもある。

BANA ペ リ オ は 歯 肉 溝 浸 出 液 中 の Porphyromonas
gingivalis （p.g. 菌 )、Treponema denticola （t.d. 菌 )、
Tannerella forsythia （t.f. 菌）の 3 菌種がもつ N- ベンゾ

利益相反（ＣＯＩ）
本論文に関して、開示すべき利益相反状態はない。

ンイル -DL- アルギニルペプチダーゼ活性を検出する
ことにより、これら 3 種類の菌の存在を調べるもの

参考文献

である。BANA カード（図 4）には判定膜と検体塗布

1） 金子 至、下野 正基編著：歯肉を読み解く、6、医歯薬出版、
東京、2014
2） 伊藤 中著：歯科衛生士のためのカリオロジー、38-57、医
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膜があり、検体塗布膜の部分に検体（歯肉溝滲出液）
を塗布後、判定膜と接触するように折りたたむこと
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大会長：岡田康男（日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座）
開催日：2017 年 9 月 30 日（土）・10 月 1 日（日）
会

場：日本歯科大学新潟生命歯学部
〒 951-8580

新潟市中央区浜浦町 1-8

「口腔検査・不易流行

次の 10 年さらに未来を考える」
プログラム

講演内容（シンポジウム、特別講演）
シンポジウム

9 月 30 日（土）13：40 ～ 14：55

「口腔検査の導入に向けて」
座

長：井上

孝（東京歯科大学 臨床検査病理学講座 教授）

栗原

英見（広島大学大学院 歯周病態学研究室 教授）

S-1）糖尿病・歯周病医科歯科連携における歯周医学に基づいた検査導入の意義
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯周病学分野 教授

三辺

正人

S-2）歯周病治療における咀嚼機能検査の導入意義
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健学分野 教授

山崎

和久

S-3）Pg 感染症に対する歯周病原細菌の血清抗体価検査
広島大学病院口腔検査センター 助教
S-4）“ 未病の医療 ” 実現へ

智章

－病因論からみた「う蝕・歯周病」検査－

医療法人社団厚誠会 会長

特別講演Ⅰ

新谷

有馬

嗣雄

9 月 30 日（土）15：40 ～ 16：25
座

長：斎藤

一郎（鶴見大学歯学部 病理学講座 教授）

「口腔粘膜疾患における口腔検査の重要性」
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野
九州大学病院

特別講演Ⅱ

副病院長、口腔顎顔面外科

教授

中村

教授

誠司

10 月 1 日（日）9：10 ～ 9：55
座

長：高田

訓（奥羽大学歯学部口腔外科学講座 口腔外科学分野 教授）

「安心・安全なインプラント治療を行うために」
日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科 科長

廣安

一彦
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講演内容（市民公開講座、検査実習講習会）
市民公開講座Ⅰ

10 月 1 日（日）10：00 ～ 10：30
座長：田中

彰（日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座 教授）

「ドライマウスの対応から始めよう !

オーラル・フレイルの予防」

日本歯科大学新潟病院口腔外科 准教授

市民公開講座Ⅱ

戸谷

収二

10 月 1 日（日）10：40 ～ 11：10
座長：水谷

太尊（日本歯科大学新潟病院 口腔外科 科長）

「口の中のがんを早く見つけるために」
日本歯科大学新潟病院 病院長
日本歯科大学新潟病院口腔外科 教授

検査実習講習会

山口

晃

10 月 1 日（日）13：30 ～ 15：00

ポスター発表
9 月 30 日（土）15：00 ～ 15：24
（P-01 ～ P-04）
【座 長】 沼部 幸博
（日本歯科大学生命歯学部 歯周病学講座）
P-01）未病の医療実現へ  ～当法人における健康増進を目的とした患者組織「厚誠クラブ」の実態～
○伊藤朋美、寺村祐子、古森文絵、松本美奈子、有馬嗣雄、新城綾乃、有馬正英
医療法人社団厚誠会歯科
P-02）若年者における発症リスクを診るためのう蝕・歯周病検査 ～症例報告～
○古森文絵、伊藤朋美、寺村祐子、松本美奈子、有馬嗣雄、新城綾乃、有馬正英
医療法人社団厚誠会歯科
P-03）日本とベトナムにおける循環器疾患患者での歯周病状態比較
○青山典生 1)、鈴木淳一 2)、Pham Anh Vu Thuy3)、磯部光章 4)、和泉雄一 5)、三辺正人 1)
1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯周病学分野、2）東京大学先端臨床医学開
発講座、3）University of Medicine and Pharmacy-Ho Chi Minh City、4）東京医科歯科大学医歯学総合
研究科循環制御内科学分野、5）東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯周病学分野
P-04）舌に発症した対称性脂肪腫症の 1 例
○大野淳也 1, 2)、柬理賴亮 1, 2)、飯濱 剛 3)、岡田康男 1, 2)
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、3）いいはま歯科
クリニック

9 月 30 日（土）15：00 ～ 15：24
（P-05 ～ P-08）
【座 長】福本 雅彦
（日本大学松戸歯学部 歯科臨床検査医学講座）
P-05）口腔粘膜上皮における Small proline rich proteins の局在
○嶋田勝光、落合隆永、長谷川博雅
松本歯科大学口腔病理学講座
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P-06）エピジェネティクス修飾によるマラッセ上皮細胞脱分化後のフローサイトメトリー解析
○吉田光希 1)、Neopane Puja1)、Paudel Durga1)、大西 綾 1)、平木大地 1)、Adhikari Bhoj Raj1)、
森川哲郎 1)、原田文也 1)、植原 治 2)、佐藤 惇 1)、西村学子 1)、安彦善裕 1)
1）北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学、2）北海道医療大学歯学部保健衛生学
P-07）歯周病罹患の有無による頚動脈狭窄症患者の口腔内マイクロバイオームの差異
○磯島大地 1)、山城圭介 1)、松永一幸 2, 3)、大森一弘 2)、山本直史 2)、高柴正悟 1)
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）脳神経センター
大田記念病院歯科
P-08）DNA チップによる口腔内細菌解析の性能評価
○笹部奈津季、髙山和人、増田 聖、内藤裕樹、石原容子、船橋英利、熊谷知弘
株式会社ジーシー

9 月 30 日（土）16：35 ～ 16：53
（P-09 ～ P-11）
【座 長】松坂 賢一
（東京歯科大学 臨床検査病理学講座）
P-09）唾液腺嚢胞腺腫の 1 例
○五十嵐隆一 1）、赤柴 竜１）、水谷太尊１）、山口 晃１）、大野淳也 2, 3）、柬理賴亮 2, 3）、岡田康男 2, 3）
１）日本歯科大学新潟病院口腔外科、２）日本歯科大学新潟病院臨床検査室、３）日本歯科大学新潟生
命歯学部病理学講座
P-10）眼症状を初期症状とし舌下腺生検術が診断に有効であった IgG4 関連疾患の一例
○渡邉紘士、村山和義、武田幸彦、二宮一智
新潟県立中央病院歯科口腔外科
P-11）唾液腺腺様嚢胞癌における MYB-NFIB 融合遺伝子の発現と血管新生、腫瘍増殖に関する検討
○大野淳也、岡田康男
日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座

9 月 30 日（土）16：35 ～ 16：53
（P-12 ～ P-14）
【座 長】浅野 正岳
（日本大学歯学部 病理学講座）
P-12）右側下顎頭部に発生した動脈瘤様骨嚢胞の一例
○鷲見正美１）、明石良彦１）、中島 啓１）、國分克寿 1）、矢野 尚１, ２）、辛 麻由 3）、鈴木英子 3）、大野啓介 4）、
高野正行 4）、音成実佳 5）、後藤多津子 5）、松坂賢一 1）、井上 孝 1）
１）東京歯科大学臨床検査病理学講座、２）東京女子医科大学東医療センター歯科口腔外科、３）東京
歯科大学口腔病態外科学講座、４）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座、５）東京歯科大学歯科放射線
学講座
P-13）口腔粘膜原発有茎性悪性黒色腫 2 例における血清 5-S-CD の推移
○赤柴 竜 1)、水谷太尊 1)、戸谷収二 1)、高田正典 1)、小根山隆浩 1)、佐藤英明 1)、上田 潤 1)、大野淳也 2,
3)
、柬理賴亮 2, 3)、岡田康男 2, 3)、山口 晃 1)
1）日本歯科大学新潟病院口腔外科、2）日本歯科大学新潟病院臨床検査室、3）日本歯科大学新潟生命
歯学部病理学講座
P-14）口腔領域の血管内乳頭状内皮過形成 5 例の病理組織学的検討
○柬理賴亮 1, 2)、大野淳也 1, 2)、長谷川 仁 1)、森出美智子 1)、岡田康男 1, 2)
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
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10 月 1 日（日）11：15 ～ 11：45
（P-15 ～ P-19）
【座 長】宮田
勝
（石川県立中央病院 歯科口腔外科）
P-15）下顎智歯抜歯後の知覚異常発症に関する画像検査所見
○川嶋雅之、小嶋忠之、御代田 駿、菅野勝也、川原一郎、金 秀樹、高田
奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野

訓

P-16）歯科診療所にて体調不良を訴えた患者に対し 12 誘導心電図検査で異常を認めたため、医科への
紹介を行った二例
○根本 淳 1, 2)、福澤幸子 1)、阿部駿一郎 1)、松坂賢一 2)、井上 孝 2) 、佐々木研一 1, 3)
1）佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック、2）東京歯科大学臨床検査病理学講座、3）東京歯科大学
口腔顎顔面外科学講座
P-17）血清鉄等の低下に伴う精神疾患の関与が疑われた一例
〇岡本祐一
新潟県立十日町病院歯科口腔外科
P-18）細菌培養検査による起炎菌の推定と口腔治療が急性椎前部膿瘍の治癒に奏功した症例
○松永一幸 1,  2,  4)、山城圭介 3)、平田千暁 1,  2,  4)、猪原 健 2,  4)、大久保圭祐 1)、磯島大地 3)、坂井田京佑 3)、
大森一弘 1)、山本直史 1)、高柴正悟 3)
1）岡山大学病院歯周科、2）脳神経センター大田記念病院歯科、3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科歯周病態学分野、4）猪原歯科・リハビリテーション科
P-19）副鼻腔アスペルギルス症の 1 例
〇宮田 勝
石川県立中央病院歯科口腔外科

10 月 1 日（日）11：15 ～ 11：39
（P-20 ～ P-23）
【座 長】小川 郁子
（広島大学病院 口腔検査センター）
P-20）歯科用金属アレルギー患者の実態調査
○北川雅恵１)、村上 聡２)、明石良彦２)、新谷智章 1)、小川郁子１)、井上 孝２)、栗原英見 1, 3)
1）広島大学病院口腔検査センター、2）東京歯科大学臨床検査病理学講座、3）広島大学大学院医歯薬
保健学研究科歯周病態学研究室
P-21）口腔扁平苔癬と類似疾患の上皮における網羅的な免疫組織化学的検討
○岡田康男 1, 2)、柬理賴亮 1, 2)、大野淳也 1, 2)、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
P-22）舌癌の頸部リンパ節転移症例における血管・リンパ管新生、脈管侵襲についての検討
○岡田康男 1, 2)、柬理賴亮 1, 2)、大野淳也 1, 2)、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
P-23）Affibody を利用したリンパ節転移に対する Theranostics の基礎的研究
○土持 眞 1, 2)、山口晴香 3)、羽山和秀 1)、岡田康男 4)、鈴木孝昌 5)、川瀬知之 6)、藤井博史 7)
1）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科放射線学講座、2）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科放射
線定量診断学、3）日本歯科大学生命歯科学講座、4）日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座、5）新
潟大学工学部電気電子工学科、6）新潟大学歯学部歯科基礎移植・再生学、7）国立がん研究センター
先端医療開発センター機能診断開発分野
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「ポスター賞を受賞して」
医療法人社団厚誠会歯科本厚木 歯科衛生士

古森文絵

今回このような発表の機会をいただき、さらにポスター賞まで受賞でき、この上もない喜びと感謝の気持ちでいっ
ぱいです。本当にありがとうございました。
近年、日本人の平均寿命は増加傾向にあり、世界の中でもいつも上位に位置しております。しかし、実際は寝たき
りや脳疾患で満足に食事ができずに生活している方も多くいらっしゃいます。
日本では、歳をとると歯はなくなり、高齢の方が義歯を使用することは当たり前であるように思われており、それ
を予防する方法についてもあまり患者に伝えきれていないように感じます。いつまでも自分の歯で美味しく食事をし
て楽しく生活するためには早期の予防が不可欠です。歯科医院はう蝕になった歯を削って詰める、歯周病が進行した
歯を抜歯する、といった処置をするためだけではなく、健康な歯を守りそれを維持するために利用する場所になって
ほしいと思います。実際に予防に力を入れている歯科医院は沢山ありますし、もっと多くの患者が未病の段階で歯科
医院に足を運ぶようになってほしいと願っています。
今回の発表を通して、改めて予防歯科の大切さを実感致しました。今後も健康な歯を維持するための方法を歯科衛
生士の立場からいろいろな人たちにお伝えしていきたいと思います。

「第 10 回日本口腔検査学会学術大会のポスター賞を受賞して」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

磯島大地

この度は，記念すべき第 10 回大会においてポスター賞に選出いただき誠にありがとうございます。このような名
誉ある賞をいただき，驚くとともに大変光栄に思っております。
私は，本学会に参加させていたただくのは 3 回目ですが，この度開催された日本歯科大学 新潟生命歯学部には，
以前から足を運びたいと考えていた『医の博物館』が併設されています。そこでは，Darwin の「種の起原」や杉田
玄白の「解体新書」などを拝見して現在までの医学分野の進歩や医学の礎に触れ，先人の業績とこれらを公開して下
さる御心に感銘いたしました。また，学会会場や会員懇親会ではたくさんの方々に暖かいご助言をいただきました。
この場をお借りして厚くお礼を申し上げ感謝いたします。
受賞研究は「歯周病罹患の有無による頚動脈狭窄症患者の口腔内マイクロバイオームの差異」です。近年，歯周病
の分野では口腔内の問題の改善だけではなく，歯周病と相互に関連する多くの疾患が問題となり，ペリオドンタルメ
ディスンの観点で医科歯科連携による全身の健康増進が図られています。本研究は，次世代シークエンス解析による
口腔内の細菌叢検査から，頚動脈狭窄症患者の頸動脈プラーク中のマイクロバイオームが歯周病重症度によって変化
する状況を示したものです。完成までの道程は長いのですが，この研究は医科歯科連携を推進するものと考えており，
この研究を評価していただけたことを非常にうれしく思います。本研究の遂行にあたり，高柴正悟教授をはじめ多く
の方々のご指導とご支援に心から感謝しております。
今回の受賞を励みにしてこれからも精進を重ね，社会に貢献できる成果を上げられるように研究に取り励んで参り
たいと思います。

「ポスター賞を受賞して」
奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野

川嶋雅之

この度、第 10 回日本口腔検査学会総会・学術大会におきましてポスター賞を頂き大変光栄に存じます。
今回、「下顎智歯抜歯後の知覚異常発症に関する画像検査所見」と題して発表させていただきました。智歯抜歯後
の偶発症であるオトガイ部知覚異常について、発症の予見性を向上させるべく、パノラマエックス線写真と CT 写真
を回顧的に臨床検討致しました。当科にて 2014 年に 1 月から 12 月までの１年間に下顎智歯抜歯術を施行した 103
例について検討を行い、発症に明確な差があったのは、「智歯と下顎管の位置関係」と「智歯根尖と下顎管の骨介在」
でした。「下顎管の湾曲の有無」や「下顎管の圧迫」は、知覚異常発症の指標とされており、今回の検討でも同様の
結果となりました。これらの画像所見は知覚異常の発症・非発症を予見する事が出来るという結論に達しました。そ
の他の画像所見に「Winters 分類」
、
「抜歯の難易度分類」や「智歯の植立状態」についても検討を行いましたが、結
論として手技や手術時間、術者の経験年数などが知覚異常発症の要因に関わっていることが示唆されました。今後、
自己研鑽を重ね多くの症例を経験する上でさらに検討を続けたいと思っております。
最後になりましたが、本発表に対し多大なるご指導頂きました口腔外科学講座髙田訓教授をはじめとする医局員の
諸先生方には感謝致しますとともに、ポスター賞に御選考頂きました日本口腔検査学会の先生方に心より御礼申し上
げます。
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一般社団法人日本口腔検査学会・平成 29 年活動報告
1. 学術大会・総会の開催について
・第 10 回日本口腔検査学会総会・学術大会
会期：平成 29 年９月 30 日（土）〜 10 月 1 日（日）
会場：日本歯科大学新潟生命歯学部
大会長：岡田康男教授（日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座）
大会テーマ：
「口腔検査・不易流行

次の 10 年さらに未来を考える」

・学術大会予定
第 11 回日本口腔検査学会総会・学術大会（第 29 回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会との共催）
会期：平成 30 年 8 月 25 日（土）
、26 日（日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎
大会長：井上

本館 13 階

孝教授（東京歯科大学臨床検査病理学講座）

2. 日本口腔検査学会雑誌の発行
日本口腔検査学会雑誌第９巻第１号（原著２、症例報告２、調査統計２、その他２）を 400 部発行
3. 市民公開講座の開催
平成 29 年 10 月 1 日（日）
：日本歯科大学新潟生命歯学部
・
「ドライマウスの対応から始めよう！オーラル・フレイルの予防」
戸谷収二先生（日本歯科大学新潟病院）
・
「口の中のがんを早く見つけるために」
山口

晃先生（日本歯科大学新潟病院）

4. 認定医制度
平成 29 年 10 月 1 日（日）日本歯科大学新潟生命歯学部で開催。受験者 5 名

合格者 4 名

5. 総会・理事会
・平成２９年度定時総会
平成 29 年 6 月 30 日開催（電磁的会議）：平成 28 年度事業報告・収支報告の承認
・第 2 回理事会
平成 29 年 9 月 30 日開催：日本歯科大学新潟生命歯学部
・平成２９年度第 1 回会員総会（臨時総会）
平成 29 年 10 月１日開催：日本歯科大学新潟生命歯学部
6. その他
１）学会事務局の移管
平成 29 年 12 月 1 日、一ツ橋印刷株式会社と学会事務局代行業務委託契約を交わした。学会事務局は東京
歯科大学臨床検査病理学講座内から下記へ移管した。（平成 30 年 4 月 1 日完全移管）
〈新事務局〉
一般社団法人日本口腔検査学会事務局
〒 135-0033

東京都江東区深川 2-4-11

一ツ橋印刷株式会社内
TEL:03-5620-1950, E-mail: jsedp@onebridge.co.jp, 学会ホームページ：http://www.jsedp.jp
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日本口腔検査学会第 5 回認定医試験の開催報告と
認定医更新ならびに第６回認定医試験のご案内
第 5 回認定医試験の開催
平成 29 年 10 月１日（日）日本歯科大学新潟生命
歯学部４号館２階セミナー室において、５名の受験
者を対象として第 5 回認定医試験を実施した。試験
問題は、五肢選択問題を 50 問、小論文試験として「歯
科臨床における検査の必要性」という内容での記述
試験を合計 60 分間で実施した。五肢選択問題は、事
前に参考図書として示した「歯科医師とスタッフの
ための臨床検査、安全な口腔保健・医療に向けて」（医
歯薬出版）に記載されている内容を主として出題し
た。試験結果は、４名は合格点に十分達していたが、
１名については合格点とは開きがあった。認定医委
員会ではこれらの結果を理事会に報告し、合否の判
定について審議を諮問した。理事会では、
４名を合格、
１名を不合格という結果となった。

認定医更新
2017 年は、2012 年に認定された認定医の更新年

日本口腔検査学会認定医 認定医更新
（対象：2012 年取得者）
（敬称略）
認定医番号

  氏

名

１

井上

２

栗原英見

４

安彦善裕

５

斎藤一郎

６

高柴正悟

７

福本雅彦

８

岡田康男

12

松坂賢一

13

成石浩司

15

小川郁子

16

伊藤由美

17

村上

18

北川雅恵

19

新谷智章

24

神野由貴

孝

聡

以上

にあたり、更新申請をし、認定医規定に定められた

2017 年 10 月 1 日更新
期限：2022 年 10 月１日

更新条件を満たした 18 名が認定医更新となった。

日本口腔検査学会第 5 回認定医試験合格
認定医登録者（敬称略）
認定医番号

  氏

名

47

高橋直紀

48

明石良彦

49

鷲見正美

50

根本

有馬嗣雄

27

三辺正人

29

小川

優

以上

2017 年 12 月 1 日更新
期限：2022 年 12 月１日

第 6 回認定医試験について
第６回認定医試験は、2018 年８月 26 日（日）東

淳
以上

25

京歯科大学水道橋校舎を会場に開催される。願書受
2017 年 12 月 1 日登録
期限：2022 年 12 月１日

付は６月初旬を予定している。なお、本年度から受
験者を対象とした研修会（７月末・東京）を開催す
る予定である。詳細については、随時、学会ホームペー
ジにも掲載していくので参考にしていただきたい。
認定医制度・教育委員会
委員長

安彦善裕
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日本口腔検査学会誌

投稿規程
平成 20 年 12 月 10 日制定

（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。
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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

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。

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

9 原稿は、以下の順にまとめる。
ラント歯学の実際 診断、外科、補綴、技工の審美と機能の
1) 表題ページ：論文種別 ( 総説、原著、臨床研究、症
ハーモニー、87-127、第 1 版第 1 刷、クインテッセンス出版、
例報告、調査・統計論文 )、表題、著者名、所属機関、
東京、2006
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、 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。
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 （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、
のとする。また、英文 Key words（3~5words）を
承諾書に著者全員の署名、捺印（外国人は捺印不要）
付ける。
を行い、投稿原稿とともに提出する。本誌に掲載さ
3) 本文原稿
れた論文等の著作権（著作財産権 copy right）は本
4) 文献
学会に帰属する。掲載後は本学会の承諾なしに他誌
5) 表および表の説明文
に掲載することを禁ずる。また、本学会が必要と認
6) 図の説明文
めたときあるいは外部からの申請があったときは、
7) 図
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。
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 （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
箇所で複数引用した場合には年代順とする。
学会に帰属するものとする。
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
（掲載料）
―終ページ、掲載西暦年 とする。
第 11 条 論文掲載にあたっては、掲載料を徴収する。
例
掲載料は別途定める。
る適切な骨への遅延埋入、瀬戸睆一、佐藤淳一監訳、インプ

1) 松坂賢一、井上

孝、天野高宏、吉

英介、中村社綱、下

（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。
単行本では、引用番号）著者（共著者）
：書名、版数、
校正刷は所定の日までに必ず返却のこと。
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。
（別刷）
第 13 条別刷りは印刷せず、ホームページの PDF から
例
必要な箇所をダウンロードすることとする。
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

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

（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。

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、 （原稿送付先）
書名、始ページ―終ページ、版刷、発行者、発行地、 第 15 条 原稿の送付は e-mail にて添付ファイルとし
発行西暦年 とする。
て行う。
e-mail 送付あて先：info@jsedp.jp
例
ファイルの総容量 3M を超えないように送信する。
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

（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。
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日本口腔検査学会雑誌
日本口腔検査学会雑誌編集委員会

著作権譲渡契約書

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
表

月

日

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：
e-mail アドレス：

Fax 番号：

日本口腔検査学会認定医制度規則
平成 2 4 年 8 月 2 6 日制定
第１ 章

総則

第１ 条 本制度は , 口腔検査に関する広範かつ高度な知識と技量 , および倫理感を備えた臨床医を養成し , わが国にお
ける歯科医療を向上させ , 科学的エビデンスに基づいた歯科医療を広め , 以って国民の口腔健康の維持・促
進に貢献することを目的とする．
第２ 条 日本口腔検査学会
（ 以下 , 本学会）
は , 前条の目的を達成するため , 認定医制度を設け , 日本口腔検査学会認定医
（
略称 , 口腔検査認定医 . 以下 , 認定医）を認定する .
第３ 条 本制度の維持と運営のために認定医委員会を設け , 認定医および教育研修会について審議しかつ認定するため
の規則を定める．
第２ 章

認定医の資格

第４ 条

認定医の資格を申請するものは , 次の各号の満たすものに限られる .
1 . 歯科医師または医師の免許を有すること .
2 . 専門医申請時点において継続して満２ 年以上の本学会会員歴を有すること .
3 . 口腔検査を行う臨床に従事していること .
4 . 本学会所定の単位を取得したもの .
5 . 当学会の認定医認定試験を受験した者 , 書類申請したもの者 , または推薦を受けたもので , 認定医委員会
の審議を経て , 理事会で承認された者 .

第３ 章

認定医委員会

第５ 条

認定医の認定および関連する業務を遂行するために認定医委員会を設置する．
1 . 認定医委員会の委員長と委員は , 理事会が選出し , 理事長が委嘱する .
2 . 認定医委員会には委員長１ 名と , 委員若干名をおく .

第６ 条

委員長は必要に応じて , 認定医委員会を招集する．

第７ 条

委員に任期は３ 年とし , 再任を妨げない .

第４ 章

認定医の認定方法

第８ 条

認定医試験受験 , 認定の審査を希望する者は , 次に定める申請書類に細則第６ 条に定める申請料をそえて認
定医委員会に提出するものとする．
1．認定申請書（第１号様式）
2．履歴書（第２号様式）
3．取得単位申告書（第３号様式）
4．口腔検査に関する業績目録（第４号様式）
5．日本口腔検査学会会員歴証明書（ 第２ 号様式履歴書に含む）
6．臨床経験申告書
7． 歯科医師・医師免許証写し
但し，様式の記載が無いものの書式は自由とするが，6．臨床経験申告書については，必ずその経験期間を
明記する .

第９ 条
第10条
第４ 章
第11条

認定医委員会で認められ , 認定医試験を合格したものは理事会の承認により認定医と認定される .
認定医試験は , 毎年１ 回施行する．
認定医の更新
認定医更新時の更新基準は次の条件を満たす者とする．

1．更新は５ 年毎に行われる .
2．更新申請時，本学会員歴が引き続き５ 年以上の者 .
3．本学会所定の単位を取得した者 .
取得単位数および規定を満たす合計単位数は認定医制度規則施行細則第 8 条に準ずる .
第 12 条

認定医の更新時の申請書類については , 以下の通りとする．
1．認定医更新申請書（第５号様式）
2．取得単位申告書（第６号様式）

第５章
第 13 条

認定医の資格の喪失・取消・停止
認定医は , 次の理由により , 認定医委員会および理事会の議を経てその資格を喪失する .
1. 正当な理由を付して認定医としての資格を辞退したとき .
2. 本学会会員としての資格を喪失したとき .
3. 申請書類に虚偽がみとめられたとき .
4. 認定医として認定を受けた日から満５年を経て新たに認定更新を受けないとき .

第 14 条

本学会理事長は , 認定医としてふさわしくない行為のあった者に対して , 認定医委員会および理事会の議を
経て認定医の資格を取り消すことができる .

第 15 条

海外留学などで正当な理由があるとみなされる場合は , 認定医資格を停止して更新期間として算定しな
い . 停止を希望する場合には , 認定医委員会へ書面にて届出を行い , 承認を得る．

第 16 条

本規則の変更を必要とする場合は，認定医委員会の議を経て理事会の承認を必要とする．

附則
第１条 本規則は平成 24 年 10 月１ 日から施行する .
第２条 初年度は暫定期間とし , 理事が暫定的に認定制度委員を務め , 書類審査によって認定医を認定する。試験は ,
平成 25 年度から本格的に施行する .

日本口腔検査学会認定医制度規則施行細則
平成 24 年 8 月 26 日 制定
第１条 日本口腔検査学会認定医の認定制度の施行にあたり , 次の規程に従って認定医を認定する .
第２条 認定医委員会の事務は本学会事務局において行う .
第３条 認定医の認定申請期限は毎年７月 15 日とする .
第４条 申請書類は , 正本１通 ( 事務局保管用 ), 副本４通 ( 審査用 ) とする .
第５条 規則第４条４項に基づく本学会所定の単位は 30 単位とし , 次の各号により算定する .
1. 日本口腔検査学会（以下「学会」という）学術大会および関連学会への出席
a. 学会学術大会 10 単位
b. 関連学会への出席 ５単位
2. 学会・関連学会への発表
a. 学会学術大会での発表 ( 口演発表、ポスター発表、シンポジウムを含む )
演者 ５単位
共同演者 ２単位
b. 関連学会での発表 ( 口演発表、ポスター発表を含む )
演者 ２単位
共同演者 １単位
c. 論文発表
筆頭著者または Corresponding author ５単位
共著者 ２単位
第６条 規則第８条および 12 条に定める申請料は次の通りとする．
1．認定医の認定申請時における申請料および受験料

10,000 円

2．認定医認定書交付時における認定料

10,000 円

3．認定医の更新申請時における申請料

10,000 円

第７条 前条に定める既納の手数料は , いかなる理由があっても返還しない．
第８条 認定医に資格の更新にあたっては、５年間に細則第５条の規程単位から総計 50 単位以上を修得しなければな
らない .
第９条 細則の改正については , 理事会で決定する．
暫定措置期間の細則
第１条 暫定措置第２条に必要な単位は , 日本口腔検査学会第１回学術大会が開催された平成 20 年度以降のもので、
80 単位とする . 単位の算定には所属や業務において日常 , 検査に従事している点 , 検査に関する執筆 , 論文
発表 , 学会発表およびこれまでの本学会における活動をポイントに換算し算定する .

第１号様式

＊受付年月日：平成

年

月

日

＊ 受付番号：

日本口腔検査学会認定医認定申請書
平成

年

月

日本口腔検査学会理事長殿

私は日本口腔検査学会認定医の認定を受けたく、申請書類および認定申請料を添えて申請いたします。

フリガナ
姓
申請者氏名
英字氏名
生年月日
昭和
自宅住所
〒

名

年
—

月

日
電話

（

電話

歳）（
−

男
−

−

−

備考＊

１）勤務している場合は所属科名も記入のこと

２）＊欄は記入しないこと
添付書類：

）

印

勤務先又は
開業医院名 （所属科名）
同上所在地 〒
—

記入注意：

—

（会員番号：

１）履歴書（第２号様式）

２）取得単位申告書（第３号様式）
３）学会参加証および学会抄録の写し（コピー）
４）口腔検査に関する業績目録（第４号様式）
５）日本口腔検査学会会員歴証明書（第２号様式履歴書に含む）
６）臨床経験申告書
７）歯科医師・医師免許証の写し（コピー）

・

女

）

日

第２号様式

＊受付年月日：平成

年

月

日

＊ 受付番号：

履
フリガナ
姓
名
生年月日
自宅住所

姓

歯科医師・
医師免許番号

免許番号：
登 録：

昭和
〒

歴

名
年

月

—

書

（平成

第
昭和・平成

（

歳）（
−

月

—

（会員番号：
日
電話

年

男
−

）
・

女

）

号
年

月

日

学歴（大学卒業以降）および職歴
年

月

日本口腔検査学会
年

月

〜

現

在

会員歴

（期間：

年

ヶ月）

日現在）

第３号様式
＊ 受付番号：

取得単位申告書
氏

名

（会員番号：

取得単位記入欄
①

第
第
第
第
第
第
②

第
第
第
第
第
③

第
第
第
第
第
第

日本口腔検査学会
参加学術大会

学術大会

回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会

—

参加実績（ 10 単位 ）
取得単位
合計単位数

計

日本口腔検査学会学術大会
参加学術大会

学会発表 筆頭演者（ 5 単位 ）・共同演者（ 2 単位 ）
演題名（筆頭・共同）
取得単
合計単位
位
数

回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
回学術大会
日本口腔検査学会雑誌
掲載雑誌
巻
巻
巻
巻
巻
巻

（裏面に続く）

号
号
号
号
号
号

）

計
論文

筆頭著者（ 5 単位 ）・共著者（ 2 単位 ）
論文名（筆頭・共著）
取 得 単
位

合計単位数

計

④ その他の検査に関連する学会 学術大会 参加実績（ ５単位 ）
参加学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

取得単位

合計単位数

計

⑤ その他の検査に関連する学会 学会発表 筆頭演者（ ２単位 ）
・共同演者（ １単位 ）
参加学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

第

学会
回学術大会

演題名（筆頭・共同）

取得単位

合計単位数

計

総取得単位

単位

記入注意： １）①④⑤については原則として学会参加証および学会抄録の写し（コピー）を添付すること。

第４号様式
＊ 受付番号：

業
氏

名

績

目

録
（会員番号：

発表論文（論文名、筆頭・共著者名、掲載雑誌名巻号、ページ数、発行年等）
学会発表（演題名、筆頭発表演者名、共演者名、学会名、発表年月日）

記入周囲事項：１）検査に関する論文のみ記載すること

—

）

ᐃ
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➨㸯㸳᮲ ௦㆟ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿ
     ᐃ♫ဨ⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⿵Ḟࡼࡗ࡚㑅௵ࡉࢀࡓ௦㆟ဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㏥௵ࡋࡓ௦㆟ဨࡢ௵ᮇࡢ‶ࡍࡁ
     ࡲ࡛ࡍࡿࠋ

➨㸳❶ ♫ဨཬࡧ♫ဨ⥲

㸦♫ဨ⥲㸧
➨㸯㸴᮲ ♫ဨ⥲ࡣ௦㆟ဨࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢ♫ဨ⥲ࢆࡶࡗ୍࡚⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊᐃࡵࡿ♫
ဨ⥲ࡍࡿࠋ
㸦♫ဨ⥲ࡢᶒ㝈㸧
➨㸯㸵᮲ ♫ဨ⥲ࡣࠊḟࡢ㡯ࡘ࠸࡚Ỵ㆟ࡍࡿࠋ
   㸦㸯㸧ဨࡢ㝖ྡ
   㸦㸰㸧⌮ཬࡧ┘ࡢ㑅௵ཪࡣゎ௵
   㸦㸱㸧⌮ཬࡧ┘ࡢሗ㓘➼ࡢ㢠
   㸦㸲㸧㈚ᑐ↷⾲ཬࡧᦆ┈ィ⟬᭩㸦ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩㸧୪ࡧࡇࢀࡽࡢ㝃ᒓ᫂⣽
᭩ࡢᢎㄆ
    㸦㸳㸧ᐃḰࡢኚ᭦
    㸦㸴㸧ゎᩓཬࡧṧవ㈈⏘ࡢฎศ
    㸦㸵㸧ࡑࡢ♫ဨ⥲࡛Ỵ㆟ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ἲ௧ཪࡣࡇࡢᐃḰᐃࡵࡽࢀࡓ㡯
 㸦♫ဨ⥲ࡢ㛤ദ㸧
➨㸯㸶᮲ ♫ဨ⥲ࡣࠊᐃ♫ဨ⥲⮫♫ဨ⥲ࡢ㸰✀ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᐃ♫ဨ⥲ࡣࠊẖᖺᴗᖺᗘ⤊ᚋ㸱᭶௨ෆ㛤ദࡍࡿࠋ
㸱㸬⮫♫ဨ⥲ࡣࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜ㛤ദࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧⌮ࡀᚲせㄆࡵࡓࡁ
㸦㸰㸧♫ဨ⥲ᩘࡢ㸳ศࡢ㸯௨ୖࡽ㆟ࡢ┠ⓗ㡯ཬࡧᣍ㞟ࡢ⌮⏤ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩㠃
ࡼࡗ࡚㛤ദࡢㄳồࡀ࠶ࡗࡓࡁࠋ
 㸦♫ဨ⥲ࡢᣍ㞟㸧
➨㸯㸷᮲ ♫ဨ⥲ࡣࠊ⌮㛗ࡀᣍ㞟ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࡣࠊ๓᮲➨㸱㡯➨㸰ྕࡢつᐃࡼࡾㄳồࡀ࠶ࡗࡓ᪥ࡽ㸱㸮᪥௨ෆ⮫
♫ဨ⥲ࢆᣍ㞟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚ࡶ⮫♫ဨ⥲ࡀᣍ㞟
ࡉࢀ࡞࠸ࡣࠊᣍ㞟ࡢㄳồࢆࡋࡓ♫ဨࡣุᡤࡢチྍࢆᚓ࡚⮫♫ဨ⥲ࢆᣍ㞟
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
   㸱㸬♫ဨ⥲ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡁࡣࠊ㆟ࡢ᪥ࠊሙᡤࠊ┠ⓗཬࡧᑂ㆟㡯ࢆグ㍕ࡋࡓ᭩
㠃ࢆࡶࡗ࡚ࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸵᪥๓ࡲ࡛ࠊ♫ဨ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸦♫ဨ⥲ࡢ㆟㛗㸧
➨㸰㸮᮲ ♫ဨ⥲ࡢ㆟㛗ࡣࠊ௦⾲⌮ࡀࡇࢀᙜࡓࡿࠋ
     ࡓࡔࡋࠊ௦⾲⌮ࡀ㆟㛗ࡢ௵ᙜࡓࡿࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀ࠶ࡿሙྜ
     ࡣࠊࡢ⌮ࡢ୰ࡽ㑅௵ࡍࡿࠋ
㸦♫ဨ⥲ࡢ㆟Ỵᶒ㸧
➨㸰㸯᮲ ♫ဨ⥲࠾ࡅࡿ㆟Ỵᶒࡣࠊ♫ဨ୍ே㸯ಶࡍࡿࠋ
㸦♫ဨ⥲ࡢỴ㆟㸧
➨㸰㸰᮲ ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡣࠊ㐣༙ᩘࡢ♫ဨࡀฟᖍࡋࠊฟᖍࡋࡓᙜヱ♫ဨࡢ㆟Ỵᶒࡢ㐣༙ᩘ
ࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
   㸰㸬๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊḟࡢỴ㆟ࡣࠊ⥲♫ဨࡢ༙ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⥲♫ဨࡢ㆟
Ỵᶒࡢ㸱ศࡢ㸰௨ୖᙜࡓࡿከᩘࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
   㸦㸯㸧ဨࡢ㝖ྡ
   㸦㸰㸧┘ࡢゎ௵
   㸦㸱㸧ᐃḰࡢኚ᭦
   㸦㸲㸧ゎᩓ
   㸦㸳㸧ྜే
   㸦㸴㸧ࡑࡢἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㡯
  㸱㸬⌮ཪࡣ┘ࢆ㑅௵ࡍࡿ㆟ࢆỴ㆟ࡍࡿ㝿ࡋ࡚ࡣࠊೃ⿵⪅ࡈ➨㸯㡯ࡢỴ㆟
ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌮ཪࡣ┘ࡢೃ⿵⪅ࡢྜィᩘࡀ➨㸰㸵᮲ᐃࡵࡿᐃ
ᩘࢆୖᅇࡿሙྜࡣࠊ㐣༙ᩘࡢ㈶ᡂࢆᚓࡓೃ⿵⪅ࡢ୰ࡽᚓ⚊ᩘࡢከ࠸㡰ᐃᩘ
ࡢᯟ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ⪅ࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
 㸦㆟Ỵࡢ௦⌮බ㸧
➨㸰㸱᮲ ♫ဨ⥲ฟᖍ࡛ࡁ࡞࠸♫ဨࡣࠊጤ௵≧ࡑࡢࡢ௦⌮ᶒࢆド᫂ࡍࡿ᭩㠃ཪࡣ㟁☢
ⓗグ㘓ࢆ⌮㛗ᥦฟࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡢ♫ဨࢆ௦⌮ேࡋ࡚㆟Ỵᶒࢆ⾜ࡉ
ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬๓㡯ࡢሙྜ࠾ࡅࡿ๓᮲ࡢせࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ♫ဨࡣฟᖍࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
㸦Ỵ㆟ࡢ┬␎㸧
➨㸰㸲᮲ ⌮ཪࡣ♫ဨࡀࠊ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ᥦࡋࡓሙྜ࠾࠸
࡚ࠊࡑࡢᥦࡘ࠸࡚♫ဨࡢဨࡀ᭩㠃ཪࡣ㟁☢ⓗグ㘓ࡼࡾྠពࡢពᛮ⾲♧ࢆ
ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢᥦࢆྍỴࡍࡿ᪨ࡢ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
 㸦ሗ࿌ࡢ┬␎㸧
➨㸰㸳᮲ ⌮ࡀ♫ဨࡢဨᑐࡋࠊ♫ဨ⥲ሗ࿌ࡍࡁ㡯ࢆ㏻▱ࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊ

     ࡑࡢ㡯ࢆ♫ဨ⥲ሗ࿌ࡍࡿࡇࢆせࡋ࡞࠸ࡇࡘ࠸࡚ࠊ♫ဨࡢဨࡀ᭩㠃
ཪࡣ㟁☢ⓗグ㘓ࡼࡾྠពࡢពᛮࢆ⾲♧ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢ㡯ࡢ♫ဨ⥲ࡢሗ
࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
㸦㆟㘓㸧
➨㸰㸴᮲ ♫ဨ⥲ࡢ㆟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ㆟㘓ࢆసᡂࡍࡿࠋ
  㸰㸬㆟㘓ࡣࠊ㆟㛗ཬࡧฟᖍࡋࡓ♫ဨࡢ୰ࡽࠊࡑࡢ♫ဨ⥲࠾࠸࡚㑅ฟࡉࢀࡓ
㆟㘓⨫ྡே㸰ྡࡀグྡᢲ༳ࡍࡿࠋ

➨㸴❶ ᙺ  ဨ

 㸦ᙺဨ㸧
➨㸰㸵᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊḟࡢᙺဨࢆ⨨ࡃࠋ
   㸦㸯㸧⌮㸯㸮ྡ௨ୖ㸰㸮ྡ௨ෆ
   㸦㸰㸧┘㸰ྡ௨ෆ
  㸰㸬⌮ࡢ࠺ࡕ㸯ྡࢆ⌮㛗ࠊ㸯ྡࢆ⌮㛗ࡋࠊⱝᖸྡࢆᖖົ⌮ࡍࡿࠋ
  㸱㸬๓㡯ࡢ⌮㛗ࢆࡶࡗ࡚௦⾲⌮ࡋࠊ⌮㛗ཬࡧᖖົ⌮ࢆࡶࡗ୍࡚⯡♫ᅋἲ
ேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸷㸯᮲➨㸯㡯➨㸰ྕࡢᴗົᇳ⾜⌮ࡍࡿࠋ
 㸦ᙺဨࡢ㑅௵㸧
➨㸰㸶᮲ ⌮ཬࡧ┘ࡣࠊ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚♫ဨࡢ୰ࡽ㑅௵ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ⥲♫ဨࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚♫ဨ௨እࡢ⪅ࡽ㑅௵ࡍࡿࡇࢆጉࡆ࡞
࠸ࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࠊ⌮㛗ཬࡧᖖົ⌮ࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚⌮ࡢ୰ࡽ㑅ฟࡍࡿࠋ
㸱㸬⌮ཬࡧ┘ࡣࠊවົࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦⌮ࡢ⫋ົཬࡧᶒ㝈㸧
➨㸰㸷᮲ ⌮ࡣ⌮ࢆᵓᡂࡋࠊἲ௧ཬࡧࡇࡢᐃḰ࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ⫋ົࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࡣࠊἲ௧ཬࡧࡇࡢᐃḰࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࡇࡢἲேࢆ௦⾲ࡋࠊࡑࡢᴗົ
ࢆᇳ⾜ࡍࡿࠋ
   㸱㸬⌮㛗ࡣࠊ⌮㛗ࢆ⿵బࡋࠊ⌮㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁཪࡣḞࡅࡓࡁࡣࡑࡢ⫋
ົࢆ௦⾜ࡍࡿࠋ
   㸲㸬ᖖົ⌮ࡣࠊ⌮࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊࡇࡢἲேࡢᴗົࢆศᢸᇳ
⾜ࡍࡿࠋ

   㸳㸬⌮ࡣࠊࡇࡢἲேࡢ♫ဨ⥲ࡢᶒ㝈ᒓࡏࡋࡵࡽࢀࡓ㡯௨እࡢ㡯ࢆỴ㆟ࡋࠊ
     ᇳ⾜ࡍࡿࠋ
 㸦┘ࡢ⫋ົ㸧
➨㸱㸮᮲ ┘ࡣࠊ⌮ࡢ⫋ົࡢᇳ⾜ࢆ┘ᰝࡋࠊἲ௧࡛ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾ┘ᰝሗ࿌ࢆసᡂ
ࡍࡿࠋ
   㸰㸬┘ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ⌮ཬࡧ⏝ேᑐࡋ࡚ᴗࡢሗ࿌ࢆồࡵࠊࡇࡢἲேࡢᴗົཬ
ࡧ㈈⏘ࡢ≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᙺဨࡢ௵ᮇ㸧
➨㸱㸯᮲ ⌮ࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃ
♫ဨ⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡍࡿࠋ
   㸰㸬┘ࡢ௵ᮇࡣࠊ㑅௵ᚋ㸰ᖺ௨ෆ⤊ࡍࡿᴗᖺᗘࡢ࠺ࡕ᭱⤊ࡢࡶࡢ㛵ࡍࡿᐃ
♫ဨ⥲ࡢ⤊⤖ࡢࡲ࡛ࡍࡿࠋ
㸱㸬⿵Ḟࡋ࡚㑅௵ࡉࢀࡓ⌮ཪࡣ┘ࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢ௵ᮇ‶ࡍࡿࡲ࡛ࡍ
ࡿࠋ
 㸦ᙺဨࡢゎ௵㸧
➨㸱㸰᮲ ⌮ཬࡧ┘ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ♫ဨ⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ゎ௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦ሗ㓘➼㸧
➨㸱㸱᮲ ⌮ཬࡧ┘ᑐࡋ࡚ࠊ♫ဨ⥲࠾࠸࡚ᐃࡵࡿ⥲㢠ࡢ⠊ᅖ௨ෆ࡛ࠊ♫ဨ⥲
࠾࠸ู࡚ᐃࡵࡿሗ㓘➼ࡢᨭ⤥ࡢᇶ‽ᚑࡗ࡚⟬ᐃࡋࡓ㢠ࢆࠊሗ㓘➼ࡋ࡚ᨭ⤥
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦ᙺဨࡢ㈐௵ච㝖㸧
➨㸱㸲᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸯㸯㸲᮲ࡢつᐃࡼ
ࡾࠊ⌮ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࠊྠἲ➨㸯㸯㸯᮲ࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ⌮㸦⌮࡛࠶ࡗࡓ
⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㈐௵ࢆἲ௧ࡢ㝈ᗘ࠾࠸࡚ච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
   㸰㸬ࡇࡢἲேࡣࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸯㸯㸲᮲ࡢつᐃࡼ
ࡾࠊ⌮ࡢỴ㆟ࢆࡶࡗ࡚ࠊྠἲ➨㸯㸯㸯᮲ࡢ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ┘㸦┘࡛࠶ࡗࡓ
⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㈐௵ࢆἲ௧ࡢ㝈ᗘ࠾࠸࡚ච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸵❶ ⌮

 㸦ᵓᡂ㸧
➨㸱㸳᮲ ࡇࡢἲேࡣࠊ⌮ཬࡧ┘ࢆ⨨ࡃࠋ

   㸰㸬⌮ࡣࠊࡍ࡚ࡢ⌮ཬࡧ┘ࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
 㸦ᶒ㝈㸧
➨㸱㸴᮲ ⌮ࡣḟࡢ⫋ົࢆ⾜࠺ࠋ
    㸦㸯㸧ࡇࡢἲேࡢᴗົᇳ⾜ࡢỴᐃ
    㸦㸰㸧⌮ࡢ⫋ົࡢᇳ⾜ࡢ┘╩
    㸦㸱㸧⌮㛗ࠊ⌮㛗ཬࡧᖖົ⌮ࡢ㑅௵ཬࡧゎ⫋
 㸦ᣍ㞟㸧
➨㸱㸵᮲ ⌮ࡣࠊ⌮㛗ࡀᣍ㞟ࡍࡿࠋ
   㸰㸬⌮㛗ࡀḞࡅࡓࡁཪࡣ⌮㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ⌮㛗ࡀ⌮ࢆᣍ㞟ࡍ
ࡿࠋ
 㸦Ỵ㆟㸧
➨㸱㸶᮲ ⌮ࡢỴ㆟ࡣࠊỴ㆟ࡘ࠸࡚≉ูࡢᐖ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ⌮ࢆ㝖ࡃ⌮ࡢ㐣༙ᩘ
     ࡀฟᖍࡋࠊࡑࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚⾜࠺ࠋ
   㸰㸬๓㡯ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊ୍⯡♫ᅋἲேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨㸷㸴᮲
ࡢせ௳ࢆࡳࡓࡋࡓࡁࡣࠊ⌮ࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
 㸦Ỵ㆟ࡢ┬␎㸧
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